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APUD一PRETER
[X-I Prepoz.] (LA FINO) K・ Ossaka

PRETER, daŭrigo

g） PRETERE=preterpasante, preteri- 
ante； dum preterpasado.

Kaj pretere oni vidis grandajn kastelojn 
el vitro kaj marmoro.
行く行くガラスや大理石造りの大きなお竝 

が見えた。（FII 5/3）
h） PRETERVOLE C意志をかすめて）つ 

い、うつカ、りと、思はずも、ぼんやりと、何 

の氣なしに=distrite, senkonscie.
Antaŭ nelonge la regidino sidis sur la 

trono, kio, kiel oni scias, tute ne estas 
interesa, kaj pretervole ŝi kantetis p^r si: 
„ Kial do mi ne edziniĝu ?"
此の問も王女は玉座の上に坐ってーー玉座 

に坐ってるのは御存じの通り全く而口いこと 

ぢゃないんですが——『私だって結婚して惡 

いなんてことある?』と云ふ歌を何の氣なし 

に口誦んでゐた。（FII 62/5）
Kiam ŝi ekvidis sian edzon, starantan kun 

la infano sur la manoj, ŝi pretervole haltis 
sur la sojlo, kiel alforĝita.
彼女は夫が子供を抱いて立ってるるのを目 

にとめて釘づけにされた（鍛接された）やうに 

思はず闕の上に立ちどまった。（FK120）
La larmoj pretervole fluis ĉe li sur la 

vangoj. （FUI 60/17）
思はず彼はハラハラと淚を流した。

Tiam Ia anasido pretervole ekpensis pri la 
freŝa aero kaj la lumo de la suno. （FII 39/13）

すると家鴨の子はふと新鮮な外氣と太陽の 

光を思ひ出たのであった。

Kp\ Kontraŭvole C自分の意志に反して） 

=malgrauvole C自分の意志はさ5でないの

に關らず）無理やりに.止むなく、不本意乍 

ら、嫌々乍ら、澀々〇 ; •

APLIKOJ III

1. 考へ込んでゐたので戶口を數メ-トル行

きすぎてしまった。 •

2. 君は學校へ行く途中本屋の前を通らない

• か〇

3. 今君と摺れ違った人は誰でした。

4・急いで摺れ違って顏を見なかった。

5. こっそり椅于をのけといたら奴椅斤のわ 

きへ腰をおろして尻餅をついた。

6. 鐵砲玉がシューシュー耳をかんめて飛ん

.. で來た。 ^ 畀.

7. 彼はジロリと私を流し目に見た。

.8.小耳にはさんだだけだからよくは知りま 

ー せん。

9.好機逸すべからず。

10. 天皇陛下には午後一時名占屋を御通過遊
ばされた。 .‘一 :

11. 行きずりにああただ一目 Ĵ ，
それもえにしゃ

ああただー目星のまなざし

12. 僕は何の氣なしに陽氣な歌を口誦んでゐ 

た。

13. ついそ/1なことを致しました。今度だけ

は許して下さい。 、 ・

14. 誰も來やしさせんでした。犬の子・一匹通 

りさせんでした。

15. 何分にも多忙にとりまぎれ思はずも御無 

音仕りまIた。

16. 彼は僕に石を投げつけたが幸ひ石は僕に

當らずに飛んで行った。 -
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EKZERCOJ II.

1. Marta rigardis la apud ŝi irantan 
virinon per nebulitaj okuloj. (M 112)

2. Post du jaroj Faraono havis sonĝon, 
ke jen li staras apud la rivero. (Gn XLI-1)

Kp.: Jen mi staras sur la bordo de la 
river・〇.(Gn XLI-17)

3. La malgranda knabo ĉe la preter
veturado de la veturilo sendis al ĝi perfin
gran kison. (FII 148/23)

4. En tiu tempo Jehuda apartiĝis de 
siaj fratoj kaj ekloĝis apud iu Adulamido, 
kiu estis nomata Hira. (Gn XXXVIII-1).

〇. Tiaspecan okazon mi ne volas preter
lasi. (GD 9/13) •

G. Traflugis angelo preter orelo. (P 21) 
=Estis silente.

7. Ho, ĉu vi memoras ankoraŭ la belajn 
knabinojn, kiuj dancadis sub la streĉita 
tendo apud la florantaj arboj ? (FI 90/4)

8. La laborejo, kiu estis apud la maga
zeno, konsistis el sufiĉe granda ĉambro. (M 
107/11)

9・ Kun tamburisto kaj fajfisto preter- 
marŝis nun la nove fond让a gildo de pafistoĵe 
(Rn 23/16)

10. La grandaj nigraj okuloj de la knabi
neto transsaltadis jen sur la lumitan pro
fundon de la kameno, jen sur la pecon da 
pano, kiu kuŝis apud la telero. (M 103/-7)

CAplikoj III 解〕

1. Profundig让a en la penso, mi preter
pasis la pordon je kelke da metroj.

2. Ĉu vi ne preterpasas librovendejon 
survoje al via lernejo ?

3・ Kiu estas tiu homo, kiu ĵus preter
iris preter vi ?

4. Ĉar mi lin preterpasis en rapideco, 
mi ne vidis lian vizaĝon.

Ne rimarkite mi forŝovis lian seĝon, 
kaj li eksidis preter la seĝon kaj falis 
planken.

6. Kugloj preterflugadis preter ni 
sibla nte.

7. Li ĵetis sur min preterflugantan 
rigardon.

& Ĉar mi preterfluge aŭdis tion, mi ne 
bone scias pri tio.

9. Ni ne devas preterlasi tian bonan 
okazon.

10. Je la tria (horo) Lia Imperiestra
Mosto traveturis Nagoja'ロ・ •

11. Ha, tiu rigardo
Dum paso pretera
Min kaptis per ardo
—Ĉu sorta hazardo ?一
Ho, ĉarmo mistera!

12. Mi kantetis pretervole gajan kanton.
13. Mi faris tion pretervole. Pardonu 

al mi nur tiun ĉi fojon.
14. Venis ja neniu; eĉ hundeto ne 

preterkuris.
15. Ĉar mi estis tre okupita, malgraŭ

vole mi ne povis tiel longe al vi skribi.
16. Li ĵetis ŝtonon kontraŭ mi (aŭ 

kontraŭ min), sed feliĉe la ŝtono flugis 
preter min.

〔註〕!i ĵetis ŝtonon al miとしては投げ 

て『吳れる』と云ふ樣な氣持になる。〔終〕

本講正誤（一は下よりの行數）

號頁欄 行 誤 正

2: 36 左 -12 ankaŭ tre estas ankaŭ 
tre

3: 62 右 17 mezede meze de
4: 91右 -9 …より來る •••より成る

5:121右 -10 Ĉe tio ĉi Ĉu tio ĉi
〃:〃 〃 -9 apud sia apud ŝia

8:215 右 -2 trovaĵon trovaĵon
〃:216 左 3 分のゆき 分ののわき

〃:217 左 24 Li starigis Li stariĝis

—2 lute tute ・
11:308 〃 20 ĝuste tiom ĝuste tiam
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日本國民とエスペラント
（九号二十九□、於丸の內鐵道俱樂部・東京鐵道エス 

ペラント會主催エスペラント宣溥講演會講演要旨）

削貶京市長

0询发育占々長
永田 秀次郞

近頃私は雜用が多いので.東京中でも餘り. 

講演に行かない事にして居りますが・先日こ 

ちらの人が來て何かエスベラントに就いて話 

してくれと云ふので、何んとなく來る氣にな 

ったのです。エスペラントは今日■硏究する 

人が澤山出來た事は.私も誠に心强く思ひま 

す。

先程、岡本君力:汎太平洋佛姊年會大會の 

時の色々なすつば拔きをお話しになったが 

私もこんな事をよく經驗したのであります。 

私が出席したベルリンの聲國義員會議に於て 

も.用語は英語■獨語、佛語・伊語が使用され. 

皆.それぞれの言葉で話し・それを又各回の 

言葉に譯して議事を進めて行くと云ふ風で、 

實に問が拔けて居てだらしが無い。それて實 

際熱心に議論をする人はごくわづかで外のも 

のは遊んでゐるにすぎない有樣であるCそれ 

が國際會議の實際である。私は學校で英語も 

獨逸語もやった。然し何にも判らんと云ふ風 

ですから倡:際に役に立たない。私は語學の上 

手下手を決めるのに私の耳に聞いて、判る樣 

なものなら下手だと思ひ・判らん樣であれば 

上手であると思ってゐる。（笑聲）。私などが英 

語を便ふと英國人は判ってくれない。却って 

印度人とか、支那人とかならどうにか判って 

くれる。私はよく子供にそういってはいつも 

笑はれるのです。であるから何年外國語をや 

ってもいざとなると使へない.まるっきり通 

じない。まあこういった外國語は非常にむづ 

かしいものであるから何んとか老へなければ 

ならぬと思ふ。そこでエスペラントと云ふ國 

際語の必耍が生れてくるわけです。~ 

我々は日本にゐて外國語を習ふから下手であ 

り、外國人も同樣であるから日本語が話せな 

い。それも小學校から日本に居てやるなら兎 

も角中學校や高等學校で日本語を稽占したの 

では駄目である。或る外國婦人のことである 

が.上野の停車場で垃符を買ふのに「ネコ. 

ネコ」と云ふ■何度聞いてもネコと云ふ。ネ 

コでは驛目も切符の賣り樣がない。艮く聞い 

て見ると「日光」の半だったと云ふ。乂本で 

日本語を稽古してゐるフランスの宣敎師が居 

て、一さhj縣命に勉强して居た〇この人が或る 

時、こんな面白い言葉を使って居た。「子供が 

犬に不親切を與へて居ます。それ故犬は子供 

の近寄ることを許しません。」生きた日本語 

を知らないのでこんな言葉を使ふのでありま 

す。

語學と云ふものは日本人が向ふへ行って困 

る樣に外國人も日本に來て困る。それに日本 

語は一つの字を幾通りにも讀む。カナモジ會 

あたりの調査によると例へばr/hjといふ字 

の讀み方を見ると五十近くもある。一つの字 

でさへこんな風であるから、とても外國人は 

5まく行かない。

新渡戶博士が私の關係してゐる學校に居る 

時であった。當時丁度新渡戶君が國際聯盟か 

ら凰って來てこんな話をした。「自分の樣に語 

學の下手なものは國際會議等に行って困る. 

どうしても國際語の必要がある」と云って工 

スペラントのことを話した。新J変戶君にして 

この言がある位だから必要なんでせう。私の 

樣なものが云ったのでは餘りあてにならぬが 

•あの語學の達者な新渡戶君が云ったのですか 

ら間違ひ無いと思ふ。• \

前に東京市辰をやって居た時にメートルの 

宣傅に步いた事がありました。その時同行の 

大妻コタカ女史の話に「我々が裁縫を習った 

時分には種々な物指を便った。鲸尺.雛尺、 

吋尺等七種類位もあって弱らされた。實際當 

時はこの七つ道具が無いと瞬が出來なかっ 

た。併し近頃は自分の學校ではメ ートル法だ 

けで敎へるので非常に便利であるojと云って 

話した。物の長汽を測るのにメートル法にー 
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定すれば便利である。その點から考へて人の 

mも對外的に國際語で以て一定すれば便利 

である。エスペラントはつまり「言葉のメー 

トル法」であります。

私はこれの實行を切實に考ゝ 機會ある時 

は英・獨.佛等の大使に實行する樣に話すの 

であるが仲々おいそれと賛成してくれない。 

矢張り自分の國の言葉を使ふ樣にする。却っ 

て小國の方が賛成してくれる。然しこれはど 

うしても何處かの大國で主張して國際會議で 

エスペラントを使用する樣にしなければなら 

ない。私は自分の力で出來る場合は少しでも 

やる樣心掛けて居る。

・今、明年日本でやるべく奔走中である茁國 

敎育者大會にも.是非口本の敎育者の中から 

エスペラントを以て國際曾議の公用語とする 

樣に提議したいと思って居ります。c拍手ん 

昨年一月ラヂオで放送した時.エスペラン 

トの必要を主張する日本の立場に付いて話し 

た。公平に考へて最近東洋人は世界の文化に 

貢獻する處が甚だ少いから・エスペラントの 

便用を提唱してこの方面ででも貢默したいと 

思ってゐる。エスペラントは歐洲の言棄に似 

てゐて日本語とは全然縊れてゐる。だから日 

本人には幾分不便である。しかしそれを護っ 

て日本が主張すれば歐洲の國々もこの運動に 

自然好意をよせてくると思はれるC メートル 

法が世界中で行はれてゐる樣にエスペラント 

を言葉のメートル法として世界中で使用され 

る樣にしたいと思ってゐる。

矢張り昨年一月エスペラントに付いて放送 

した時その事がエスペラントの新聞に傳へら 

れ世界各國からエス語の手紙が來た。私には 

判らんので井上萬壽藏君等に譯してもらった 

ら仲々エスペラントに熱心なものばかりであ 

った。その中で獨逸の或るドクトルの手紙に 

こんなものがあった「こちらC獨逸:）ではエス 

ペラントをやると共産^義の宣偉と間連へら 

れる。II本で愛國運動の主唱者として知られ 

てゐる貴下がエスペラントの運動を主張する 

とは全く不思議である」と云った樣なものが 

來た。別に私が愛國運動の主唱者と云ふので 

はないカゝ當時私が建國祭の運動をしたので 

そうした事を書いて來たものと思ひます。そ 

こで私は返事を書いた。いや書いて貰った。 

それは「自分の國の言葉を捨てて他國語を使 

へと云ふなら非愛國的かも知らないが、何處 

の國にも區さない中立の國際語をやれと言ふ 

のだから差支へないと思ふ。エスペラントが 

便利である爲たまたま共產主莪者力液ふので 

ある。エスペラントを學ぶから共產主義者で 

あると言ふことは理由にならぬと思ふ。例へ 

ば懐中電燈は便利なものである。それを泥棒 

が良く用ひるが懷中電燈を持ってゐるものが 

皆泥体であると言ふ事は出來ないのと同樣で 

ある。エスペラントが便利であるあから我々 

は大いに用ふべきである。」と言った樣な返爭 

を出した。私はこの樣に考へてゐる。そして 

今でもそう考へて居ます。エスペラント運動 

が決して愛國運動と矛盾してゐないことを確 

信して居ます。

各國語は皆それぞれ特有のアクセントがあ 

って仲々覺へられないものであるヵ:.エスペ 

ラントははアクセントは一定してゐるから誰 

でも早く會得する事が出來る點など全く便利 

である。鶴見祐輔石に言はせると「あれは而 

白くない」と言ふ.つまり甘味がないと言ふ 

がそれは今の處そうかも知れない。然しこれ 

は無理な話で、エスペラントがI»羿語になれ 

ば相'着甘味が出ると私は高をく くってゐるの 

です臥ります。

エスペラントの如き國際語を主張するには 

却って語學の出來ない者の方がやり易い。私 

はエスペラントの熱心な主張者であるが大し 

て出來ない。然し語尾に〇が付けば名詞、a 
が付けば形容詞である位は知ってゐる以上宣 

傅の役目丈は充分に務める。

豹渡戶君が「中學二年までエスペラントを 

やり後三年間に英語.獨語、佛語等をやると 

一層語學が上逹する」と言ってゐたが.この 

事から老へてエスペラントは語學の基礎にも 

よいものであると思ふのであります。

n本が世界の文化に貢默した事が極めて少 

ないのでこのエスペラントを主張して行きた 

いと思ひます。私は自分の力に應じたところ 

に力をつくし.私の出來ない處は諸君にやっ 

てもらって行きたいと思って居ります。（拍 

手）。—終——… . -....
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ピオニーロ二葉亭に觸れ乍ら

エスペラント運 サの强化と豐饒のために・—

井 上

・ C1）
ギョーテの偉大さを疑ふものはない.然し 

人は果してギョーテを讀み、ギョーテを理解 

してゐるであらうか? 恐らくは否である, 

―僕か斯樣な、一見愚しくも獨斷的にさへ 

見之る詞を胃頭に持ち出す所以のものは外で 

もない.世の所謂「常識」なるものが如何に 

屢々賴りないものであるかを言ひたいが爲で 

ある。

四迷、長卻H二葉亨の名が明治文學史の開 

卷第一頁にマ-クされる記念碑的存在である 

と同持に.この國のエスベラント運動にとつ 

てもたたへらるべき先達の笛であるといふ事 

は・今日では旣に「常識」に凰して居る。に 

も拘はらずここでも之は單なる「常識」でし 

かなく、彼の遺產の具體的理解については餘 

りにもプアである——と言ひ切ることは稍穏 

當を缺くかも知れない、が妙くともエスペラ 

ンチストとしての彼に關しては「無智なる常 

制u以外の何ものでもないであらう。

しかし、僕は、エスペランチスト二葉亭の 

全貌をここで語らうとするのではない。全貌 

に就ては「明治文學硏究」十月號の拙稿「長 

谷川二葉亭とエスペラント」に讓って.玆で 

は主としてビオニーロ（開拓者ーー先驅者）二 

葉亭の一席を諸君の前に提示するに過ぎない 

であらう事を豫め申上げねばならぬ。

.-C 2 ）ゝ

明治三十九C 一九〇六）年十月の「女學世界」 

誌は二葉亭の談話筆記「エスペラントの話Jを 

揭げてゐる。この.彼にとっての唯一の聲明 

書ーーは.この語に對する彼の優れたる理解 

を物語るものとして貴重である。

....前略 かれこれ思ひ合せればエス 

ベラントはある一部の人の想像するやうな 

ュートピヤではない.すでに世界の人から 

國際豁として存在の價値あることを認めら 

れて現に應用されつつ臥るものだ。

發明後僅か二十郃經つか經たぬ中に此通 

り弘まったのは一方から言へば人間の交通 

が益々頻發になって世界通用語の必要が切 

に感ぜられることを證據立てると底時に、 

一方においてはエスペラントなるものが此 

需荽を滿足する恰好の言語であることを證 

據立てるとまあいふべきでせう。……中略

……こんな容易すい言語が世の中に又とあ 

らうとも思へぬ。さう容易すくては複豫な 

思想は言ひあらはせまいと思ふ人もあらう 

が、ところが然うではない。かの「世界語」 

の終りに載せた世界語旣利書目を見ても分 

るがすでにシェークスピヤのノ、ムレットも 

エスペラントの飜譯になってゐる.ヂツケ 

ンスのクリスマス.キャロルも飜譯になっ 

てゐる、ハイネヽゲ-テの詩も飜譯されてあ 

る〇バイロンもフ•一シキンも、トルストイも 

シェンキーウヰチも飜譯されてある、私が

曾て莉心と署名して四日間といふガルシン 

のスケッチを反譯して新小說に出したこと 

があるが.あんなものまで最う反譯されて 

ある。是は皆美文だが哲學書にしてもライ 

ブニッツのモナドロギイが反譯になってゐ

るくらゐだから・凡そ今の人間の言語で言 

ひあらはすことはどんな事でもエスベラン

トで言はれぬといふことはない....中略…

••・私はエスペラントの將來については大の

オプチミストだ。cエスペラントの話）

明治三十九年は、この國のエスペラント運 

動にとって.それ以前を個人的硏究時代とす 

れば、組織的普及時代ともいふべき現段階の 

輝やかしき最初の口であり、日本屐初の獨習 

書.二葉亭の「世界語」及び「世界語讚本」 

の出版を見た狂氣的 !進の年であった。 とは

いへ、當持にあっては此の語が「好慰ある眼」 

を以て廣く世に迎へられる迄には、未だ充分 
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なる成育を示してはゐなかった。而しこれは 

無理からぬ事でもあったーーその後と雖も. 

限られたる進步的な少數を除いては・永くこ 

の語にたいする偏見と無理解と嘲罵とが人々 

を支配してゐたのだから。その一例として保 

科孝一敎援を擧げや5 〇

氏は大正二くー•九一三:）年「世界鈿こたいす 

る二大言語學者の批評」（國學院雜誌、第十九 

卷第五號）と題する文章に於いて、ライブチ 

ヒ大學敎授力ール、ワーグマンの「世界語の 

計畫について」同アウグスト、レスキーの「工 

スペラントの批評」を紹介し最後に

以上は世界語ことにエスペラントに對す 

る二大言語學者の批評である。流石に餅屋 

は餅屋でその言ふところが一々苛繁に當っ 

てゐるのは感服の外ないのである。少しく 

言語學の知識.ことに言語史の知識を有す 

るものならば.世界語と稱するかかる人爲 

的言語が將來健全な發達をなし得ないもの 

であることは了解し得るはずである〇

と述べて、エス語にたいする默殺的態度を示 

してゐる。C二葉亭の見解とたい比せよ!）

曾て.言文一致運動に傑れた功績を遗した 

進步的學者、保科氏も此處では言語の辯證法 

的發展を理解し得ない一個の言語拜物主義者 

としてわれわれの前に立ってゐる。かかる立 

場から生れ出るものは、必然的に進步的意見 

を扭み止めるための笑止なる階級的反動の意 

見でなければならぬ。（國捂敎育、昭和八年十 

一月及び十二月號所載の保科氏の文章は.い 

みじくも之を暴露してゐるJ此のリングヴァ 

フェティチスモ（言語拜物主義うは.世界の凡 

ゆる處に、樣々の形で現はれて居る。例へば、 

茁葉集にはーー占貴島倭國者事靈之所在 

國叙慎福在與其（卷十三。 神代欲理云 

傳久良久虛見通倭國者皇神能伊都久 

志吉國 言谨fig佐喜擢布期等（卷五）とかい 

ふ歌が在り、キリスト敎のパイブルには—— 

太初に言あり、言は神と偕にあり、言は神な 

りき（ヨハネ傅・福音書第一章）などとある。 

だがそれらが皆逆な見かたであり考へ方であ 

ると云ふことは.言葉が何故に偉大であるか 

を考へれば直ちに諒解し得べき筈ではあるま 

いか。 ；

言語は人間の社會的交信の手段としては認 

められる力';、その手段は人工的方法によって 

は決して完全に創造され得ないとする從來の 

言語學における一般的見解に立てば.それは 

たしかに「エスペラントの將來の運命が.い 

かに成り行くべきかは.言語學上あまり興味 

のあるものではなく、寧ろきはめて單純な問 

題」C保科氏）であるだらう〇併乍ら・二葉亭 

はかかる言語拜物主義を有ちあはすべく餘り 

に夥だしく言語にたいする苦惱を味って居 

た。周知の如く.彼は話される日本語を文舉 

に採用しやうとし、且つ之を最初に實踐した 

榮譽ある先覺者である.この言語の道におい 

て經驗した痛々しいき楚。歷史は.言語にた 

いする愛情の深化と共に言語の本質への正 

こうなる社會—言語は形式ではない!— 

を彼に遣したのに相違ない。蓋し・彼がこの 

國エスペラント運動の選ばれたるビオニーロ 

の一人となったといふ事も.或は偶然事でな 

いかも知れない。我々はかかる先逹を有っこ 

とを十分に誇ってよいと同時に.正しい展開 

への道に.より果敢なる闘爭を誓はねばなら 

ぬのであらう。

最後に・マクシム•ゴルキイの言葉を借て・ 

ーまづこの蕪雜なるペンを捨てたいと思ふ。 

—私は、人間が言葉で話す必ようを感じた 

時、どのやうにして言語を創たか知らない。 

言語の起原に關する理論は.この過程を滿足 

に說明してゐるとは思へない。我々人類は. 

かうI 、ふ權利があるやうに思は扌しる。卽ち. 

我々が「文化」と呼ぶところのすべてのもの、 

われわれの科學、技術.藝術、言語から創ら 

れたところのすべての「第二の自然」ーー動物 

からわれわれをひきあげたところのすべての 

もの、——これらはすべて「人工的」なもの 

である.と。（十勝每日新聞10月26J7 □よ 

り轉載）
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日本詩歌のエス譯について

• （9）
ゝ 松葉菊延

る日本人ばかりにとつ 

ての問題ではないらし 

い〇ヨーロッパで國境 

を接し合ってゐる國々 

に於てすら、他國つ歌 

曲は是を自國語に譯し

言語の系統によってアクセントの樣式を異 

にし、從ってそれを基礎とするリズムの發生 

樣式が異なるため、詩法は言・語系統の異なる 

によって同一でないcよって一つの吉語か 

ら、これと系統を異にする他の言語へ詩を飜 

譯する場合には.いろいろと考慮せねばなら 

ぬ事力:でてくる。これについては大證今まで 

述べた通りであるが、同樣の半が、歐曲飜譯 

の場合についても云い得るのである。

歌曲の邦譯•卽ち所謂邦語眾詞の問題は・か 

って日本樂壇で大騷ぎをしたもので刼った。 

勿論.純藝術的立場から見れば.歌と雖も飜 

譯は原作と同一のものでない。すべからく原 

語で歌はれ・□つ鑑敢せられねばならぬ。し 

かし、現在の日本で、かういふ出が果して可 

能性を持つかどうか?

原語で歌はれ.そしてそれが原益で鑑賞せ 

られるには、少なくとも二つの條件が絕對に 

必要だ。すなはち・歌手が完全に原語を解し 

完全に發音「ること、及び聽衆が完全に原語 

を解すること、これである。かかる條件が. 

否その中の一つでもが.現在要求せられ得る 

ものかどうか甚だ疑はしいものである。しか 

も.これは言晤の習得を以って最も苦手とす

て歌ひILつ.上演すると云ふ事である。イタ 

リャ語でばかり歌はれるものと思ってゐた 

Santa Luciaにポーランド譯があり、Thomas 
の Mignon, BizetのCarmen等に英譯があ 

る〇 Schubert の Serenade, Erikonig 等も、 

いつでもドイツ語の原欧で歌はれると思った 

ら誤りで、こ扌しらも亦イギリス語に譯さ扌して 

ゐる。甚だしいのはGriegのSolveigs Sang 
（原歌ノルヱ語）のドイツ譯と.有名な『ヴォ 

ルガの船唄!C原歌ロシア語）の英譯で.相當 

なfilharmoniulojにすらこれらを原歌曲と 

心得てゐる者がある。 ,

これりの事實をみても■他國の歌曲が一股 

に諒解され・鑑賞されるためには.どうして 

も飜譯によらなくてはなるまい。

然らば歌詞の飜譯に際しては.如何なる注 

盘を拂はねばならぬか? 私達は前に・詩の 

飜譯についてII本語とエスペラントの詩法の 

比較を試みた如く、Ŭ本の詩と・エスペラン 

トのそれとを音樂的に比較して.簡單にその 

特性を硏究してみよう。 ・ゝ

先づ.前にも述べたアクセントの差我の及 

ぼす影響である〇イギリス語などの如く、音 

節の『强さ』をアクセントの基礎とする言語に 

於ては、アクセントのある音 

節を强音のところへ持ってく 

ればそれでいいか、日本語で 

はそう簡甲にゆかぬ。山比耕

Gli・ねs vei' ien 
Gli,- tas jer

ban jo thrummirtĵ

作氏は、この點について、次 

の如く說いてゐるか:

『言葉のアクセントと音樂のアクセントは 

決して同一の性質をもってゐません。

音樂の聲部卽ちアクセントのある位置に 

日本語のアクセントのあるスイラブルをあて 

はめても決してその言蝇の本姿は浮び出てこ 

ないのであります〇 二

21）歌曲の作り方講座P- 186-192.123・
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音樂に於けるリダムは重輕の洗れが示し、 

言麋のアクセントは髙低がそれを支へてゐる 

と,脏ひます。

「春のあした。」といふ二つの言葉の連りを 

しわべて見ませう。

「はる」はその第一綴音の「は」にアクセン 

トをもち「の」は輕く「刼した」はその第三 

綴音の「た」にアクセントがあります。

言葉のアクセントは單に高いばかりでなく 

同時に重きも意味します。從ってこの二綴音 

の連りをFig. XIIIの如くするならばどうで

せう。「は」ノ丿昔は第一小節の巫聲部に置かれ・ 

「あした」の「た」の音は第二小節の第三拍卽 

ち个重聲部に•置かれてあります。この旋律は 

それ故.この言葉に符合しこの言集をよく節 

付けたものと云はれるでせう。然し、仔細に 

この言葉と旋律との關係を調べてみるなら 

ば・そこに大なる矛,百の生じてゐることに氣 

が付かれるでせう。

「はる」の「は」はまだしも「はる」の「る」 

が「は」の音よりも短三度高くをかれたため 

に、iはる」といふ言集の「は」にあるべき 

アクセントがむしろ「る」に移されてゐるこ 

とに氣付かれるでせう。

八十三圖(ここではFig・XIIIのこど)に 

於ては、「は」は確かに第一小節の第一拍、卽 

ち最も髙いアクセントのある部に值かれてあ 

るのであります。にも拘らず・侦!i效にこの節 

に於ては「は」にあるべきアクセントが「る」 

に移ったやうに聞えるのでせう力、。

また、「あしたに」に於ては「あした」の 

「た」にあるべきアクセントがその小節の最も 

重き船卽ち第一拍に「あ」の音を歌ひながら、 

しカ、も、不思議なく「あした」といふ言葉の 

正しく流れるのは何故でせうか。

「はる」に於ては「る」の音が「は」の音 

よりも高い音度に置かれてあるため・恰も 

「る」に重船がある如く聞えるのであります。 

之に反して「あした」に於ては他にあるべき 

アクセントが.譜表を見れば「あ」にアクセ 

ントかありながら、しかも正しい姿を示すの 

は「た」の音が「あ」及び「し」の音より•も髙 

い音度に置かね・てゐるためであります。

卽ち言葉のアクセントは輕重の司る處のみ 

でなく ・むしろより多く髙低が制禦しつつあ 

るものであるといふことになるのでありま 

す。』

そして.山田氏は、『荒城の月』を例にとつ 

て.仔細に言葉と旋津の關係を示してゐるが・ 

その結果は.大體Fig. I及びFig. IIにつ 

いて述べた樣なものであるからここには略す 

る。

山田氏の說は.勿論高低のアクセントを有 

する日木語の場合のみを說いたものである 

が・これは.アクセント樣式を異にするエス 

ペラントへの飜譯の場合にも、參考にすべき 

言である。 -…

日本のあらゆるエスペランチストが知って 

ゐる如く、又、屢々筆者も述べた如く.エス 

ペラントのアクセントは音節の强弱を基と 

し、H木語のそれは音節の高低の調子を基に 

するものではあるが.この兩者は全然別個無 

關係のものではない。アクセントとは何かと 

云ふと・岡本氏によれば2り:『從來このak
cento と云ふ語は揚音とか强勢とかカ點とか 

いろいろ譯されてゐるがどちらも妥當でない 

から本書ではakcentoと原語のまま使ふ。と 

いふのはakcentoの意味が上述のようなわ 

けで或る音節を他の音飾よりも明瞭に發音す 

ることにあるので具體的に云へばどうかとい 

ふに卽ち聲晋のもつべき基本性質たる强さ 

(laŭteco),髙さ(alteco),長さ(daŭro)を畋瞭 

にすればいいことでつまりその音節を他の音 

節よりも强 く (laŭte),高く (alte),長く (longe) 
發音すればよいわけである』ところカゝ感情 

の表現を大げさにやる場合などでは・所謂 

intonacioといふ奴が働く。これ卽ち髙低調 

のアクセントで、强弱アクセントが本體であ 

るエスペラントに於ても.髙低アクセントが 

一役を買ってゐるところである。例について 

みると日本語で『お腹が痛い』を尻下りに發 

音すれば一人稱の話であるが.これを尻上り 

に發音すると、『え、お腹が痛むって?それは 

困ったね』などと同じ意味で■腹痛は二人稱の 

場合になる。これはエスペラントでも全然同

22)岡本好次:エスペラント發若硏究 

1930, p・ 32.
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樣で、Koran dankonを尻下りに發音すれば、 

まことに有難いわけになる力二逆に尻上りに 

やると、『何?有難うだって、ふざけやがっ 

て』とか『有難うとは驚いたね』などの樣に 

全然意味がちがってしまふ。そこで、例へば 

Velo glitasがFig. XIVの樣であったりす 

ると・アクセントによる音節と音符の一致は 

完全であるが、tono卽ち!ntonacioからみ 

て、Velo glitas?の如くきこえる樣になる場 

合も出てくる。これは・アクセントを有する 

音節に配された音符（N）とその音節のすぐ 

後にくる音節に配された音符（〇）との音調の 

差卽ち音度が大なる程强く感じられる。Fig・ 
XVのbanjoをみよ〇 •

これを避けるにはには.Nにはunusilaba 
vorto （なるべくならlonga silaboのもの） 

か又は apostrofita silaboををき、nには 

unusilaba vortetoを配するといい〇 Velo 
glitas と Glitas vei' jen 及び Glitas jen vei' 
を比較してみると判!る。こ才しは.エスペラン 

ト譯の場合はそれ程'®;大でない間題かも知れ 

れぬが.平叙文であるべきものが换問文にき 

こゑさうな場合には.是非應用すべきである 

と思ふ〇

次は.詞句の付け離しで.これも大體今ま 

でに述べた通りであるが.大童球溪氏の喘が 

非常に參考になるから.筆者の論を補ふ意味 

で次に紹介する。23）
『……次（Fig. XVI）の樣な歌曲に接した事 

がある。

「妙医の旗吹く風に・草木も嗓きぬ韓ハ道」 

と云ふのであるが、「妙法の族」の七の句が五 

二に分れて作曲上何うしても「の旗」の「の」 

にアクセントが來て聞いてゐると「阳畑」の樣 

にひびくので大變をかしく闘える。「草木も 

なびきぬ韓ハ道」はハ六の句で全體の七五調 

としては字餘りの調であるが、却って歌ひ易 

い。それを樂譜に記した「妙;去蓮華の旗風に」 

とすればハ五凋とはなるがアクセントは自然 

である。……元來七の句は四三か三四、二五 

か五二などの句に分れるのであるが四三・三 

四はよしとして.五二・二五に分れるのは作 

曲に面ド［くない。其中でも二五はさ程でもな 

いが五二は前記の樣に甚だ面白くない「…… 

ハの句は四四・五三.三五、六二、二六等に 

分割され.一七、七ーなどに分割されること 

は稀である。……作曲に都合よく乂歌ふによ 

いのは、四四に分れるのが最もよい。五三. 

三五の分割は作曲上不自然になり從って歌ふ

23）「歌詞と曲譜との徹合密着に就て」敎 

育音樂1934, IV-VI.
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两亦」门よノ』4儿」门

町 iei - tien Kna-be, da rnit mlr geh*n ?

にも感じがよくない樣である〇  同じ 八 

の句が二六、或は六二などに分れるのも作曲 

上困難である。例へば、「見よ.み空の雲、茜 

色にそめ、日は西に沈む」などの歌には何う 

も不自然の曲が出來るであらう。六の句でも 

三ヨ 四ニ ニ四などに分れるが竹曲の方か 

ら云へば三三がよい。

「霊立つや空の杲色おもしろ」など三拍子の 

曲で最も而白く出來てゐるのは御承知の通り 

である。「啼,ナ鶯、谷間を出で、軒端の梅憑れ 

る枝に。」など云ふ歌があったら.最も作曲は 

困難だらう。……』

第三の問題は・音符のaranĝo,卽ち音符 

の分割・綜會である。

或る言語の歌詞を歌って井常に面白い音譜 

でも.他の言語ではどうしても歇へないもの 

がある。その冇名な例として、スコットラン 

ドの民謠Comin' thro, the Rye Cこれは又 

最初の詞句によって Ĝin' a Body, Meet a 
Bodyとも呼ばれる樣である。そして、曲が或 

本には打4となって居り、他の本には4/4にな 

ってゐる。又.歌詞もBurnsの作であると 

も、ないとも云はれ.variantojが澤山ある 

らしい。)をあげることが出來る。この歌の最 

初の部分はFig. XVIIの通りであるが.これ 

では、日本語の歌詞ではまるで歌にならぬ。 

よってこの melodioのうちの橫の分子卽ち 

拍子の方を日本語にあふ樣にaranĝiして出 

來たが『故鄕の空』である。CFig. XVII Bis 
參照。Fig. XVII の譜は The Most Popular 
Home Songs, 1913 からとった。)

この例は.aranĝoの甚しい方で、こんな 

にひどく aranĝiしたものについて■果して 

『故鄕の空』はC內容は別問題として).ComE 

thro' the Ryeの飜譯であると云へるかどう 

か筆者は疑ふ一人であるが、こんな方法もあ 

り、そして、これが日本就謠のエスペラント 

譯の場合には相當役立つものであるといふ事 

は知ってゐなければならぬと思ふ。

この例は、前に出したAuld Lang Syneと 

『螢の光』についても見られる。卽ち最初のー 

句は、原歌では8 + 6音節であるが■『螢の光』 

はこれを7 + 5卽ち七五調に改めてゐる。然 

るに門馬氏の日本譯は、原歌のままの8 + 6 
をとってゐる。これ『螢の光』の作音が・そ 

の秋詞をあくまで日本fi勺のものたらしめるた 

め、朗詠しても口調のいゝ七五調を選んだ結 

果であらう。CFig.參照)

音符の綜會・分割の例はErlk&nigについ 

てもみることが出來る。

Fig. XVIII !ま Eri koni g の一節である。1) 
はその应詩.2)はGrabowski, 3)はKalo- 
csayの譯で、原詩の(ge)nauは一個の附點二 

分音符に0Eされたもの、Kalocsayはこれに 

dub'をあててゐるが、Grabowskiはこれを 

C恐らく〕一個の二分音符と一個の四分音符に 

わけ、それに(pre)cizeなる二音節を配して 

ゐる。同じく原詩のgrauは一個の二分音符 

に应してゐるが、Grabowskiはこれを二つの 

四分音符に分割してgrizeを配してゐる。

これと逆卽も綜合の例がFig. XIXである。 

ここでは曲曲C?は二つのハ分舌符に屬してゐ 

る(Kna)be, du を Kalocsay は(Kna)bo, do 
と原曲通りにし・Grabovvskiはこれを一個の 

四分音符に置き換へて(be) laと一音館を®! 

してゐる〇

日本の歌謠、特に民謠•には一個の百節を非 

常にながく弓］張る事が頗る多い〇こんな場
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合.そのエスペラント譯を原詩通り一音節に 

して潘くと歌にならぬのが普通で、大抵は歌 

詞の音節數を增し同時にも符厂方を綜合分割 

してagrable kanteblaたらしめてやること 

が必婆てある。Fig. XXはこの例を示すもの 

で大島節の一節。原歌と・筆者のエスペラン 

ト譯とでは、音符に對する歌詞の割當狀態が 

ちがふ。原曲では「お一ーしま」がOo-o-si-ma 
の如くなって.初めの「お」がのびるためス 

ラー第一と第二の八分音符にかかってゐる。

こ才いこ反I.原歌の方■では、この一才、節］こde 
O-si-maが酉Uされてゐるから、第一のハ分音 

符は琛立し、第二と第三の八分音符が、スラ 

-をとる。「そだち」の埸合は・「そ」が」小 

節半ものびるため、小央の一小節は全部連音

符になってゐるが.譯歌では、この間にsan
-ta がならばなくてはならないから.小央の 

一小節を二分し、その前半（全長の四分の三） 

をSanに脯せしめ、後半（會長の四分の二〇 

をktaに與へてある。 …

かかる例は.有名な邦譯歌詞、例へば堀內 

敬三氏の「カルメン凰:牛士の歌」などをみて 

も發見せられるであちう。

又.エスペラントは日本語より「音が報富 

であるから□本語の輕快な股曲などを譯し 

て・原歌詞とj司數の音節を配した0では・ど 

うかして非常に聞きにくい事がある。そんな 

場合には.原曲の基本皆符を.音符の卑位と 

考へる。卽ちX拍子の場合は一•小節中の最 

大晋莉數をxと考へて譯すと都合の好い事
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がある。Fig. XXIはこの一例である。a）は 

原歌、b）は普通の譯し方による譯.c）は基 

本音符數による譯.そして.①は、b）とc） 
とを折衷したものである。

最後に注意すべき事は.高音の個所へは. 

なるべく歌い易い母音（a, 〇, e）を持ってく 

る事である。

これについては.大童氏が興味ある經驗を 

述べてゐる。

『……よく開口音■閉口頁と云ふのはア列音. 

及びウ列音の事で、聞く人にはよくひびき・ 

又歌ふ人も發聲の樂なのは開口音であり.共 

反對に閉口音はひびきも惡く、文字通りに發 

聲にも閉口するのである。……殊に最高音の 

發聲に此の?列音でもつづくと、其の?びき 

も惡く發聲にも誠に閉口である。私は曾て玄 

る學校で物理の先生の依賴で實驗の爲めに唱 

歌をレコ-ドに入れ.直に夫れを蓄音機にか 

けて發聲して見た事があった。其畤に歌った 

歌曲が小學唱歌集にある「美しき我子やいづ 

こ」であった。（Fig. XXII）それも約三十年 

も昔の事であり・吹込機械も不完全な舊式な 

ものであり、盤も今の圓盤でなく舊式の閲管 

式・其の先生も私も未独不馴れの事であった 

し、勿論立派に出來る筈はなかったがそれを 

出して見ると「美しき」迄は如何にも小さい 

蚊の聲の樣であったのに引きカ、へ「わヵ:子や」 

に來るとびっくりするやうな大きな聲であっ 

た;私は特別に大小の聲で歌ひ分けた譯では 

無かったが.是はたしかに.「美しき」は閉口 

音であり・「我子や」は開口音であり.其ひび 

甘の異る爲めの結果であってレコード吹込等 

*是等の點をよく硏究せねばならぬと感じ 

た。. • •、1
是等（Fig. XXIII）の曲も閉口音が多くて

ひびき惡く亦歌ふにも困るわけである。」

畏友Bennemann氏は、かつて筆者が、譯 

した大島節に一寸筆を加へてHeroldoに發表 

したが、それには最初の句のA! Knabinon 
de Oŝima を Min, —Knabinon de Oŝima 
と訂正してある。なるほどこの方が諒解しゃ 

すいし、歌詞といふ點からみてもplibonaと 

は思ふが、さて歌ってみると、A!とMin 
とでは比較にならぬ程後者が貧弱である〇

エスペラントの作詩法.譯歌法を說いたも 

ののうちで、この點に.5刀してゐるものには. 

筆者の知ってゐる所ではButlerのStep by 
Step in Esperanto 力;ある〇

あと力;き

本論前半をなす日本語の讀癖に關する硏究 

は、全く筆者獨自の觀察に基くものであって 

約ハ年前に考へたことである。

筆者は、それ以前に小坂氏の「作詩法」を 

愛瀆し・□分も日本の詩を譯したい衝動に驅 

られた乃であったが、原詩の形態をうつす:點 

について何等の指針を持ち得ず.先輩の譯を 

參老にしたところ、いづれも譯者の好みによ 

って形態をきめてゐる事を知り大いに落膽し 

た。それで・譯詩よりも先づ譯詩の方針を定 

むべきであると考へて.暇をみては硏究をっ 

づけて得たのがこれである。

しかし、全く專門外の事ではあり.圖書館 

一つないナ也方に住んでゐるため參考書の有無 

さへ知らずにゐた程であるから、この考へも 

筆者の獨りよがりではないかと非常に心配し 

たものであった。

其後・齋藤淸徳氏の「山家集硏究」を見. 

同按の硏究が筆者以外のハによってもなされ 

（以下353頁へ）
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海外報道
Roma 1935

地中海に船をうかべてアフリカへ 

破天荒の來年の萬國大會計畫

これ迄の萬國大會の型をやぶって破天荒の 

計畫が來年の大會を引受けたイタリヤの同志 

の間で進められてゐる〇

8月3日から17口に渡る半ヶ月の大會。し 

かも伊太利を北から南へと渡リついでに地中 

海を渡ってアフリカまで漫步しようといふス 

パラシィ計畫。

第一日朝は同國北の門戶ゼノア・トリノ• 

ミラノ、ウ♦エロナ、ベネチャの五ケ所に集合 

した各團體は汽車で花の都フロレンス（フィ 

レッツェ;）へ向ふC大勝畫頃到着。それから 

市內見物C夕方夏期犬學開講。晚はInte- 
konatiga Vespero.

第二口は朝フロレンスをたってローマへ。 

晩は preparaj kunvenoj.
第三日から第六日迄は□ ーマ滯在。

第三日に發會式。第四日夏期大學。晚は文藝 

のタ。第五订はlaborkunsido.分科會c晚舞 

踏會。

第六日正午汽車でナポリへ向ふ。

第七「!はポンペイの廢墟見物の後.乘船力 

プリ岛を周ってナポリへ歸省。

第八日、ヴェスビャス登山。15時半大會閉 

會式。18時半乘册アフリカへ向ふ。

第九Qゝ15時シシリー必のシラキュースに 

到着の上.下船見物しり時乘紿マルタ島へ。

第十日.朝7時マルタ島着（下船見物）。

14時半乘船。地中i强をつゝきってアフリカ 

のトリポリへ。

第十一Hゝ朝七時トリポリ着。下船。砂漠 

へ ekskurso.
第十二日、午前一時乘船。歸航。船上で夏 

期大學。 ・ :

第十三口、9陆シシリ-島ノヾレルモ着。見 

物〇16時半エルバ鳥へ向ふ。

第十四日、兀時半エルバ島着。2匚時ゼノア 

f向ふ。

第十五日、9時ゼノア着。解散。

呼物だったDickensの 
遺稿のエス譯

英国の文豪Charles Dickcnsの遺稿として

騷がれた¢1849年に執事したもの;）が本年三月 

初めて公表されDaily bbil紙上に連載され 

五月單行木の形で出版された。それのエスペ 

ラント譯（'La Vivo de Nia Sinjoro, Jesuo r） 
がこの夏出版されたc同書の外國語譯として 

は最初のものであるとの事〇譯者はButler氏〇

・エス語入郵便スタンプ

最近ブラジルリオデジャネイロでは郵便の 

消印に阈詰とエス語を入れたのを用ひること 

になった。其エス語の文旬は“Rio de 
Janeiro Turisma Urbo n である 〇

正誤表

頁 欄 行 誤 正

279 左 9 てlingvo る 〇 linguo
278 左 11 一-/ノーノ ー-〃/ノ/

293 右 16-20 吉野作造、長谷川理衞、を 

迫加C安田馬吉は勇吉の誤）
・〃 〃 23 速水を除く
〃 〃 24 長谷川（理衞）を除く、安孫

67
 
〃

2

8
 
1

7
 
1

〃
〃

2
 
3

〃2
 
3

1

〃1

3
 
s

左
右

左

左

右

右

〃
右
右
左

10 
—8 
小
19J
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子・相澤.赤木■淺田

馬場、千布.福田國h何. 
後藤（靜）・林«e）・長谷川 
二葉亭・彥坂・平野〔タゝ■井 

上（照う.岩橋.泉.山鹿・ 

山中（英人由比を追加

Goethe Uhland

/一卜'1卜

字と配り
/-7-7-/-
宇の配り

サングノ

きゐて

Long

サングンノ

Lang

" 〃 Syne直譯してSyneを譯して
/7 左 6 『螢ら光』 疔蟄の光」

316 左 1 「庭は千で」 

よって各音

「庭の千」で

317 右 3-5 符に劃する
苦節の

全部削除
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赤十字國際會議代表ミエス語につき語る

駅创〇奴京支局長徳田六郞（談）

赤十字國際會譏の公用語は之迄は專ら佛闡 

四語のみであったが今度の赤十字今議で從來 

の佛話の外に英語をも會議用語として採用す 

ることになった。英語をも公用語とすること 

については和當議論があった樣に聞いてゐる 

が、國際赤十字運動に於ける米阈の役割は極 

めて重犬であリ實勢力あれば英語を公用語と 

した事は當然であらう。實際同會議ではSc・ 
vereign Military Order of Malta を代表し 

た Margiaria氏のイタリー語の挨拶と獨逸 

Gotha大公のドイツ語の挨拶を除いて他の演 

睨はいづれも英佛語のいづれかでなされ且通 

課がつけられた〇

なんといっても今度來た各阈の代表はすペ 

て一流の政治家か 本在住の外交它が大多數 

を冉めてゐるので旣に國外にあって自國語以 

外に英語か佛語を長年勉强した人連のことと 

てこういった阈際會議で用語についてさほど 

不便を感じてゐないこととてエスペラントに 

對して甚だ關心がうすいわけである。

自分も同令議に、國際聯盟の代表者として 

invitiされたのでいろんな會合に川席したが 

何分連【I各方面の招待が多く參加者は僉議と 

招待でほとんど寸暇のないありさまだったの 

で口分も十分これらの代表者にエス語につい 

ての感想をたゝく機會がなかったが會議で心 

安くなった數名の人々にエス話に關する意見 

をきき得たのみでちった。

自分の話あったQは南北アメリカの代表が 

主だった。屮米南米は元來プラジル國Cポル 

トガル語を用語とす）を除いてはすべてスペ 

イン語が國語である國々である。だからこれ 

らの國々はスペイン語を國際角議用語とした 

いといふ未練の多い國々であって風隊聯盟の 

令議の叮でも時々スペイン語をかつぎだす國 

阈であることを考へねばならぬ。

サルパドルの代表たる同國赤十字社長J. 
Max Olano博士 C同國文相、外相、保健相、 

であった人。醫者出身の人Jは『自分の暫門 

の翳卑め方而では旣にエスペラントが大いに 

使用されてゐることは自分もよく承知してゐ 

る。エスペラントはこの方面では大いに賞用 

される可能性が十分あると思ふ。併しその他 

の方面については疑問をもってゐる』と語つ, 

てゐた〇氏が翳學出身者だけにmedicina ka
mpo に於けるエス語の實用性を認めてゐる 

ことは愉快とせねばならない。尙同氏にはII 
木に於ける醫學エス界が異常な進步を遂げて 

ゐることを話したら同氏も耀いてゐた。

ニカラガの代表で同國赤十勺:社長Rodolfo 
Espinosa购士 C同阈副大統領で次期大統領 

として當選確實と哟されてゐる人:）は『口分 

等は旣にスペイン語のみを用ひて中米南米Q 

十數ヶ域iを自由にまわれる今更エスペラント 

なんか必耍とは考へない』とてエス話に關心 

を示してゐなかった〇

ペルーの代表の一人Paulet夫人は『エス 

ペラントなど云ふ人工語は感心しない。スペ 

イン語で大體用がたりるではないか。』とてこ 

れ亦エス語を問題としてゐなかった〇中南米 

人は□网語の外に佛語を知ってゐる事を得意 

としてゐるので、何も好んでエス語を習はな 

くてもよろしいと云った様な氣持らしい。

アメリカ合衆國の代表者逹に到っては英語 

が世界語だといふ考へでのさばりかへってゐ 

るばかりである。自國語をしゃべってをれば 

世界中横行濶步できる現在の彼等にエス語の 

乖要性がわかる筈もない又言葉に不自由して 

ゐる小國をあはれむ同情心も毛頭ないことは 

云ふまでもない。

新渡戶博士が國際聯盟取•務次長としてジュ 

木ーヴに在られた時にエス語採用の機運があ 

ったがそれ以來この問題はそのままとなり最 

近の各國の阈家主義的傾向の增大に從ひ愈々 

エス語の阈際性が矶止されるかの如くなって 

來たC元來から云へば今口こそ一方に於いて 

自國語を尊朮し他力中立的言話を以て對外的 

要具とすペきに拘まらず英盘偏亜の機運は愈 

々旺んとなったc會議中Japan Advertiser 
はIntcrnational Englishなる社說の下に英 

語の國際語たる所以を堂々と論じてゐる。從 

って今Hエス語の普及の困獗は今Hのみの事 

でなく過去數ト年間が旣にそれでありゝ將來 

共に然リである。册會は會口一同と共にこの 

難局を突破すべく凡ゆる努力を集中統一しで 

綠星戰に臨むべきである。云々
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赤十字國際會議代表の回答

本誌前號336頁で報道した如く第15囘赤 

十字大會に•參加した赤十字本部の幹部及び各 

國代表者屮の主だった人々四十名程に對し 

deiuandaroをおくったのに對し僅力、3通しか 

返事がこなかったc併しそれにしてもこの四 

十名は一々手紙を開封されたことと思ふから 

宜傳の効果の幾分を逹することができたと思 

ふC

扱發送のDemandaroは英文で次の如きも 

の。 A

(1) Cu vi iain aŭdis pri Esp. ?
(2 ) Se jes, kiam, kie kaj de kiu ?
(3 ) Se vi lernis E-p., kiam, de kiu, per 

kiu libro ?
(4 ) Ĉu vi parolas Esp・?
(5 ) Cu vi opinias ke Esp. estas necesa ilo 

por intern. rilatoj ? Kial?
(6) Ĉu vi opinias ke Esp・ estas necesa 

precipe en la ruĝkruca movado ? Kial?
之に對し白耳義赤十字社會頭たるP. Nolf 

敎授の囘答は(1)jes・(-)antaŭ longe. (3) ne. 
(4) ne. (o) ne. Ĉar jam t rovi ĝus tro multe

(第350頁より續く) 

た事を知り.大いに勇氣づけられた。

其後・岡木氏の御獎めで木論を書き出して 

から間もな＜ ¢1934年3月末)三宅史ノド氏より 

相艮敎授の著書を御借りして讀むにいたり筆 

者の考へたものと同樣の結果が.旣に音響學 

的、心理學白勺に機披と統計とによってなされ 

た葡を知り且つ佐久間博士・福士幸次削氏琴 

によってもこの方面の尊敬すべき硏究あるこ 

とを知り限りなき愉快を感じ、全く安心した。

そんなわけで.筆者は未だ上記諸先輩の御 

硏究を直接拜見する機會を持たないか认或 

はこの樣な硏究は旣に諸人家によつて盡され 

今頃筆者が發表するのは無意味な事かも知れ 

ないとも思ふが.筆者同樣、未だ上記諸大家

da lingvoj. (6) ne.で絕對反對〇

ギリシャ國赤十字社中央委員會特别委員た 

る A. Ractivand 氏の囘答は(l)jes. (-) antaŭ 
multaj jaroj, en multoj landoj, de multaj 
homoj. (3) Mi ankoraŭ ne lernis ĝin. (4)ne,
(5) ゝIi bedaŭras ke mi ne studis pri tiu por 
blemo. (6) Mi fakte ne povas priparoli.と中 

立的態度をとって囘答をさけたもの。

パラグワイ阈佛國領事館參事官たる 

Edward Leyba博士の囘答は⑴jes.⑵en 
Francujo kaj ankaŭ en Genev〇. (3) Mi ne 
lernis. (4) ne. (5) Gi eble helpas al intern.
(6) jes, kiel supre dirite・ Ni povus inter
paroli kun jtipunaj amikoj, kaj komprenigi 
ilin (per intern・lingvo) pri nia profunda kono 
pri iliaj gastamecoj・と賛成:S見を開陳c

結局三通で反對1賛成1屮立1の五分五分 

の結果であったとは興味が深い。それにして 

も少年族十字團への働きかけをのぞむこと切 

でおる。別項徳山氏談をもあはせ御覽下さ 

い 〇 CJ*  〇•生う 

の說を知らぬ方々にとっては幾分でも御參考 

になることを信ずる。よって佐久間博士の御 

說も、相良氏の「日本詩歌のリズム」よりの 

孫引であることを斷つ.こおく。

本論の後半も全く筆者一個の考へで.徙來 

發表されてゐる歌謠のエスペラント譯・こと 

に日本語よりのそれが.多くは全く歇へない 

ものであるのに憤廐して書いたものである。

全文を通じて.誤謬擬斷が限りなく多い事 

と思ふ。エスペラントの詩歌を愛する諸氏の 

忌憚なき御叱正により、日本詩歌エスペラン 

ト譯の方法谕か確立せられる日の一日もはや 

き事をS斤る。

云ひ足したい點もあるが.あまりながくな 

るのでー先づ擱卑することとする。(終)

本年度本誌四月號倉刎噹栗黑5
方は學會へ御寄贈願ひれ嘉幕す

東京•ザメンホフ祭・『髀籍 

東京驛ハ匝洲口下車左折鐵道省構內诫 
道クフブにて。本年は趣向をかへ講演と 

餘興，食半なし。貲 W錢。參加敢迎。

編輯部より
★理硏前円氏の努力になるエス書き科學諭文 

ロ錄を添付しました。宣陣に御利用下さい。

猶右listoに揭載洩の論文お氣付の節は學會 

宛御通知下さ・い。本誌上で增紺します。

★ ;學諭文は別に依囑編纂中

エス書?論文は學會へ其都度紡惠灣を
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10 24日——11M 22 U迄に到惹の分。報道は日本

文で迅速に。地方命盐記寥を以て報道に代ふるをえず內地報道

ザメンホフ祭を期してラヂオ放送
年々ザメンホフ祭には各地ラヂオ放送局で 

ザ博士に關する講演等の放送があるが今年は 

各地力會から働きかけやすい樣學會から特に 

各局宛の書狀を發送激勵した。今日迄判明の 

分は仙毫放送局では土井晚翠氏のザ博士に關 

する溝演及小供の時間に何か放送する筈でお 

り、廣必でも高橋謙博士の講演の放送がある 

との事。京城でも講演放送あり、大連は來春早 

早講座放送の豫定と。（362頁を見よ） 

第八回北陸エス大會
io n 21日常地稀にみる好天氣に惠まれて 

市內目貫の大通リなる會場石川貯蓄ビルには 

北陸工诊ペラント大會と大きく書かれて人冃 

をひく。綠星旗も風に飜る。午前1〇時頃各 

地代表が續々と參集。

〇IO時半大會發會式 —CD君ヶ代・C2）エ 

スペー口齊唱、C3）灌備委員由比氏の開命の 

辭.（4）議長瀨川氏の挨拶、3）地方代表挨 

拶.C6）祝電祝辭披鎔。

〇大會協譲會—（議案討議〉（•）大會記念初 

等講習を一齊各地にて催す件〔金澤）。C否決）。 

（卜）聯盟機關誌及名簿作成の件（城端）。金澤 

エス會に發行一任。（C）次の大會地の件。まと 

まらず後刻にゆづる。

◊記念撮影一本誌寫眞參照（晝食のためー 

部不參加）。今囘の大會參加の地方會は富山. 

高岡、山代、出町.城端.金澤、金澤一中. 

四髙、金澤商業、七尾、高岡高商、北日本切 

手協命等の外東京、名古屋等からの出曆者も 

ちり參加者60餘名の盛會であったが唯聯盟 

生みの親VenabLs氏夫妻の歸國された事と 

五百石、教贺の兩地方會等の參加のなかった 

のは淋しかった。

◊Pikniko—午後2時驛前集合粟ヶ崎遊園へ。 

河北湖で數隻の舟にのりこみ舟遊びをした。 

後粟ヶ崎ではレビュー見物。自由行動。

◊晚餐符ーー市內金谷館大廣間で。開會前离 

岡エス會の志甫氏滿場の拍手の中に次會大會 

招待を宣莒され午前からの懸案難なく解決。 

由比氏の開會・の辭、各自の自己紹介。金澤商 

業の管野氏及金澤エス會の生み・の親吉川氏咨 

の熱辯は一同を非常に感激させた。それより 

餘興各地方會同志の十八番披霭。午後10時 

Tagiĝo齊唱によって大會の幕をとちたn

ハエス語で苗木の注文
ポ-ランドの大學から北海道農事試驗場宛 

にエスペラントで日本產薄荷その他の藥草の 

苗の送附を依賴してきた。同試驗場には舉會 

會員渥美氏がおられるので直ちにそれを邦課 

して藥草擔任者へ囘付した。右の依賴に對し 

ては試驗場でも好意を示し早速苗をととのへ 

たが薄荷は特に本場たる北見產の苗を送る事 

になった。猶右の依賴册に對する囘答書は工 

ス譯されて場艮のsubskriboを附して公文書 

として號送された。猶之と交渙に同場ではポ 

ーランド產の藥草送附を依賴したと。同試驗 

場としてはエス賂で公文書を出したことは始 

めてで之によって思ひがけなくもポーランド 

と種苗の交換を行ふ機今をえたことを喜んで 

ゐると。C札幌エス會報）。・ 叮遍

同志の遺志をついで
前々號本誌で三朮縣松阪町久留威氏の墓碑 

にエス語で詳しい業績が發表されてゐること 

を報道したが同じ三重縣志摩郡和具村の故岡 

本久一氏（去るU ）\ 7 ロ死去）は東京神田 

畫機學校在校當時より熱心なエスペランチス 

トであり去る10月23 ロ付の日記をみると 

「エス語だけはたとへ早死するやうなことが 

わかってゐても懸命の努力をして見たい」と 

書かれてゐるのをみて御道族一同故人の心情 

に淚を新にされたとの事。れれで故人の遺志 

をくみその墓標にエス語を以て慰めのことば 

を書いてをきたいとの遺族の方の申出に對し 

學會から墓碑銘を書きおくった。

名古屋佛敎靑年會聯盟に 

工久語部開設か
去る11月】1II名古屋市公會堂に於て名 

古屋佛敎靑年聯盟の發會式が華々しく揚げら 

れた。經過報吿知事市長その他來賓の祝辭の 

間にJozefo Major氏が外人として佛敎に對 

する所感をのべ三輪義明氏が之を通譯した乂 

祝證中には佛敎エス聯盟!からのものあり佛敎 

靑年聯盟ん艇生に當ってエスペラントの名は 

若き佛敎徒に力强く印彖づけられた。
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この成功は佛青聯盟理事柴田義勝氏、幹事 

三輪氏の努力によることが多い。

近く同聯盟內にエスペラント部が開設され 

んとしてゐる〇それは來るべきKongref・〇を 

輝かしきものとする爲に大いに貢獻するĥの 

である。C名古屋エス聯盟報:）。

Tempo （月刊新聞）發刊 

Ternpoといふ月刊新聞が出た。十一月創刊. 

主として時韦をエス語で書くわけでエス語Q 

月刊新聞といった觀がある。カニャ書店が利 

益を無視して出すのだそうである。そして咗 

番問題を扱ふので500 〇の保證金もおさめた 

そうである。Redaktorojは一木、服部・甘蔗、 

近藤・松山・成田、丹羽.大谷、尖戶、勰野 

等京都エス界の鉢々なる連中だ。

京都カニャ書店から新しくエス語ばかり の

各地報道

東京★學會处曜日例會ーー午後七時よリ 

Audersen Fabeloj Ii!をよんでゐます〇出席 

ほ迎します。（費無料）。

モクララ會ーー佐々城松榮遺稿集出版記念奁 

—— 11月3 ロ佐々城侑方にてクララ會員及 

故人と知り合の人々廿数名參集c出席者の故 

人の憶出話あり。紀念撮彩の後岩下順太郎氏 

の「ザ博士におけるユダヤ主義の發展」なる 

講演の話があったc Ĉ寫匡次號）

★束京學生聯盟（TEI.S）——秋の總會（第十 

四囘總會;）を口月!1HIS時よりH本エス學會 

階上に於てエスクラビーダクルーボ主催の下 

に開做,命する者早稻田.慶應.帝大、立敎・ 

□大其他の同志合せてわ名出席。開會の辭 

（H!澤メ TELS委員長塚山の挨拶報吿及各學 

校代表者ろ現伙報吿及各命の歷史を語り先述 

久保氏の「TELS小史」と先輦岡本氏の「工 

ス運動のいろいろ」の話。來年度委貝長Q推 

選C早大有馬君に決定;）。ついで今後の運動に 

ついて申合せ。閉會の辭（高部）。23時散會。 

★ Arĝenta Kunsido 銀座明治製菜二階に 

て每週土曜H午後!—C時迄會合。C但し第一土 

晦日は夜7—9時迄）曲・に會合を續けてゐる。 

◊里吉氏宮川孃御結婚祝賀及小野田氏送別晚 

餐會一!1JJ17 II晚神R1明治爬菓階上にて 

ge-Arĝent-anojの間での始めての御□ |1|度で 

あった里吉篁時氏と宮川友枝嬢との御結婚祝 

賀と近く東京をさられる小野山幸雄氏の送別 

をかねて晚姿會をもった。十八名出席多羅尾 

氏司會の下にお客さん三人の挨拶についで萬 

澤、岡本.露木、大崎、大僑・靑木、三宅の 

能氏の祝辭あり。後 Arĝenta Kunsid〇振り 

を發揮して而白くゆかいにbabiliした〇

Kanda Kunsido 參加歡迎

水逍橋東京齒科醫專前 

毎週金曜日午後7—10時 ’愛光 舍

横濱★Verda Jupitero-----每木曜晚有隣堂

にて。10月18 口會話。25 □エス誌合評。

11刀1日會話〇 8日「我等のorganoにつ 

いて」Redaktoro佐久間氏を中心にその編禅 

力針・將來の希望等開陳Vigbなdiskutoが 

行はれた〇 011月10Ĥ夜有隣堂にて委員會〇 

12J］の豫定ザ祭準備——學會々員增加運動竽 

を決定。◊少年團講習一每水®!19—2!時 

曙町橫山病院にて。講師富盛氏。每囘6名位 

出席。短期講習書使用paroloに力をそゝぐ。 

年内終講の豫定。

★ YMCAエス會——每週火・金一19—21
時。吉田佐久間兩氏指導。19名受講。短講使 

用。口月中に修了の豫定。 •

★ ロンド•アミキーノー 10月］1日協會ロン

ド訪問委ロと語る。◊10刀14日橋本两訪 

の森へpikniko. 8名參加。月2「［初等講 

習終了c認習生は講師を日淸樓に招じ夕食;を 

共にしてその勞を謝した。◊中篇講習Vonoj 
de Macue Sasakiを用ひ初講終了者を合流し 

て輪講開始。 .；
★神奈川ロンド——神奈川區平川町83保坂 

氏方。毎月1® 19 5時より 〇 しingvo Stilo Formo 
輪讀中。鼓近創立第二年を迎へたので記念と 

してEsperoのdiskoを保坂氏へおくった〇 

出席平均6名。

★秋のpikniko-----FERと共同で】0月21|［
鎌倉江の島方面へ。杉出から徒步で謙倉アル 

プスを踏破〉午後鎌倉着 總勢2餘名。貸 

切の遊覽バスで長谷觀咅大佛等を訪れ江の鳥 

着。19咗歸濱,（寫眞參照〇

★學會々员增加運動現在橫濱協會々員で學會 

に入會してゐるもの20名近くゐるが今囘更 

に積極的に學角入會を未入會者にすゝめる爲 

協會と缪會支部と共同で增加運動を起すこと 

になった。まづ10名獲得を目標として12月 

1511迄の巾込者にはP“mio （文藝讀本、綠 

星章.ザメンホフ尙像、便笺穿）を贈ること 

に決定。 ・ ... い
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ザメンホフ祭

時——12月16EJCF1;午後丫時より4時迄 

所——橫濱公園前VMCA三階講堂

費 一M錢（茶菓費）

主催橫濱エスペラント協會

丈特別講演一交涉屮

の他エス語常識普及現狀等を説明。天氣のわ 

るいのにも拘らず90 %以上の出席率をえた 

のは心强い。猶引續いて縣立圖書餡で火金兩 

曜日中等誰習を行ふ。由比氏指導。參加者に 

大學生四高生多し。乂現在の中等满習は石川 

貯蓄銀行にて每木堰口。松山氏指導。

◊ザメンホフ祭は收月15日石川貯蓄銀彳了にて 
行ふ豫定。・ '

★北陸大會豫報を北國夕刊新聞は二囘程揭載 

した。

宇都宮★宇都宮エス會一◊事務所移轉 

一一•宇都宮市大工町池黑崎弘方（電話240わへ 

移轉しました。

仙妾★仙臺エス會總會ーーH月9日晚於 

喫茶ヒロセにて。出席S令。司會菅原氏。Cl） 
機關誌Nia Voĉoを隔月定期 行の事。（2） 
從來疔ってゐた輪讀會は實績あがらざるに付 

き取やめ每月第一及び第三木曝CIS—莒〇時］ 

の會話會をもっこと。（め會の代表者として 

吉（U松一氏を推すC4）今迄輪讀會參加者がそ 

の會寶を出してゐたが今喪半年分60錢として 

會員一般よリ微集の事。G0ザ祭につき協議 

◊猪川氏を迎へて一前橋放送局より仙臺 

JOHKへ御轉任の猪川王成氏を迎へて10月 

1J日の週仝を紅谷喫茶店にうつしてさゝやか 

ながら歡迎の意を表す。出席10名自己紹介 

をなし猶川氏よリ色々のお話を伺ふ。會合方 

法等にっき得る所多しc （•木誌11號所載盛岡 

井川氏は上記猪川氏の誤記冷

札幌 ★札幌エス會一定期集會は好調にす 

すんでゐる7,8名は必ず出席。犬學で存がな 

いので淋しいが鐵道エス伶では十數名必ず集 

る〇ザ祭のため今からdramoや歌の練習中。 

11月15日にあった人生創造座談會には相澤 

氏が出席してザメンホフの事を話したC

帶廣 ★帶廣エス會ーー來年度第四囘北海道 

エス大會の開催!!J1HをS月:；H （土;）4日 

Ol）の兩日。會埸は帶廣市公會堂と決定。授谷 

川・沼川、佐藤.森忙の諸氏大活躍中。大會 

に關する通信は冋市北海逍銀门支店內原田三 

馬氏氣付同大甸準備委貝會宛の專。

金澤 ★金澤エス會一〇1〇月 か「|ブラジ 

ル地下食堂にて會合。火會追務の後仕末を行 

ふ 〇 ・ し.'•， ‘ .

◊11月1一7日北陸大會記念として初等講習開 

（北國夕刊新聞と共同主催人參加17名 

中f-inoj匕名。初め北國夕刊新聞編輯土井三 

郞氏の挨拶があった。講師由比忠之進、松田 

周次兩氏。今迄のlingvo 一方のやり方をや 

めて毎日開始前と屮休みとにエス語の稱神そ

學會金澤支都設立さる

瀨川、由比、吉川、桝野氏初め11名の 

維持員が發起人として牌會支部設立を中 

合せ學會理事長”承認をえた。代表者は 

金澤醫大藥局辰塚本赳夫博士である。

★金澤商業エス禽一同校敎諭管野祐治氏の 

熱烈な盡力により创立さる。同氏も今春より 

エス話硏究を始め 二年生徒30塔に今年一 

學期終頃より講習をなされ今次の北陸犬會へ 

最初の代表者を送られ立派な挨拶をなさしめ 

た。同會が一中エス部の如く健かに生育せん 

ことを祈ってやまない。C此項桝野氏報） 

★エス佛敎文化會主催初等講習符一11月7 
U——17日縣立圖書館を會場として。竹內瘵 

吉氏指導。同じく 口月20-27 ロ同所にて 

第二囘ち初等講習を行ふ。

★金澤一中エス部ーー1（）月15「牌校創立記 

念日に當リエス展覽命を厅ふ。（寫艮參照）， 

名古屋 ★ルーマクンシード--- 0秋季?ik
niko—10月21ロ三巫縣の北部の多庭へ淸 

遊。千本松原へゆくため!bi, Nagara； Kiso 
の三川を渡った。13名參加。

◊川村淸治郞氏送別會一!〇月27【I午後7 
時半明治製菓階上集命室で川村淸治郞氏の京 

都御榮轉を祝しータ送別の宴を催した。參加 

者为名。9時半盛會裡に散會。（爲塚參照） 

猶クンシードはgvidanto川氏轉任のため 

新に代表者として尾崎雲沖コ通信先は名古屋 

市東開水切町7の12!林一雄氏方。令合所 

は名古屋市中區南大津町一丁 li伊藤運動具店 

二階集會室。集合【I—每週二囘火曜满習・ 

金囁C會話）に會合。
・名古屋醫大エス會ーー◊「エス讀者の會】〇 

月例會は20日午後7時より名古屋新聞社に 

て開灌。出席6名。武腰君司會、冋氏Qマン 

ドリン伴奏にて子守歌の練習。その他輪誰“
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宇都宮エス會

推橋氏送別會

記念撮影

名古屋ルー

マ•クンシ

-ド川村氏

送別會記念

撮影

金澤一中創立記念エス 

部展覽會場にて記念撮 

彫中央は山本先生C部 

長人その右宗廣・後列 

右より先蕈關場.淸水 

（昇）の諸氏

届建/
懐

就进 
和

1A • ? ** - f •

匕囈
>• 鼻..
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*■橫濱エス協會 

秋季遠足會C靑木武 

造氏撮影）

右より〔前列〕萩元、 

中ドK榮人高橋、富 

盛、伊藤、〔中列〕太 

田、村上、中村Ĉ淸）. 

爲家、杉山、〔後列〕 

咗藤.鈴木•佐久間・ 

大野、佐彳白、鶴田、履 

川の諾孃諸氏。■

苫小牧工業 

エス會遠足〇 

後列右より 

渡部氏・同夫 

人、岡垣夫人。
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大阪 ★大阪エス會ーー〇10月16日平野町 

四丁目Trapezoにて會話會。◊10 JJ 2；;日エス 

澈者の會。エス會話練習法（兒 S OES及 

JEI （桑原）、Fastadoについて（進藤）等の 

講演あり。〇1〇月30日フランス編龄讀°D・ro 
Privutの演說によって通譯練習を行ふ〇 011 
月6[|前週同樣。〇11月1迥I kantado練習。 

B. 〇.十一月號合評。猶1〇月廿日のpika ko 
は雨天のため延期。

◊〇ES十二乃會合豫吿一12月4日フラン 

ス編Kantado練習。11ロ R 〇.合評。 

15日ザメンホフ祭（大鐵クラブにて）、18 n 
會■話會（平野町四Trapezoにて）.25 HLeter
vespero. 忘年座談角\例會埸は北區絹笠町大 

江ビル火曜Ĥ午後七時C・

阪神合同

エスベラント宣傳講演會 

ザメンホフ紀念祭

時一12月15日C土;）午後一時より 

但講演會後引續きザメンホフ祭 

c午後六時頃より）上移る。

所一一大阪市北區犬深町 

大阪鐵道局內大鐵倶樂部

費一講演會:ーー無料 

ザメンホフ祭:ーー50錢（晚餐費）

主催大阪鐵道，大阪,神戶, 

む… 尼崎，岸和田各エス會

★新厘會ーー◊例會每週土曜□19時より「散 

文詩」輪讀。◊會話今ーーザ祭等の都合上本 

年中休會。C總會一12 JJ16 R19時よ 

り來年度の步業計畫、委員の改選、機關誌の 

編輯方法等協議。口月J TK土）18時より 

槐橇農園フルーツ•パーラーニ階ホールに於 

て晚鑒を兼ねて秋季同志懇親诉エスペラント 

のタを開健出席者26名。神戶.屮南、〇・ 

kida Bondo等各エス會より多數の參加者あ 

リ〇司會者黑崎氏の開金の辭についでEspcro 
合唱、本會代表挨拶C兒め氏）、外國語の發音 

の變化とエス語について・く大阪中央電信局外 

信課主事柳星明氏〉■エス語の醫學術語につい 

て（俣野氏）、宇都宮方面旅行の思出（福原孃） 

神戶エス會を代表して月本氏.甲南エス會の 

代表宮木氏、Orkichu・〇の代表多山嬢の挨拶。 

次で第二部に移り餘興に入る。各出席者自己

紹介をかねて神戶エス會員の合唱、藤田氏の 

詩吟兒島氏の支那の歌柳氏の仞■太利民謠黑峪 

氏のエス譯等々の中に一同和氣靄々檢快にー 

夜を過すC 22時閉會。（寫眞は次號へ） 

★神戸 女神戶エス協會ーー〇1〇月2日夜月 

本氏新邸落成祝賀需——心地よい新洋餡の樓 

上に於て協會の同志數名招待され御馳走にな 

った。O10月18H會話會 興と練習の爲每致 

1、:名宛講演をなす事に決定c叢一同は永片 

氏の話。◊】（）2 » 口會員の希望によリ永井 

氏佛敎用語につき數十分講演。この□新聞通 

吿によって新同志二名參加盛會•であった。◊ 

口月L □本日講演者岛津及び引緬いて永井 

の兩氏先づ島津氏。故大失氏の運動戰跡並び 

に我協會の歷史に就いて語り協會史編纂の必 

耍並びにその資料の蒐集の希望を力說し襪衆 

を大いに感動せしむ。ついで永丿I:氏會員の希 

望により□然科學と佛敎との題下に最近佛敎 

復興の機運に現れた一部知識階級の心境の變 

化その他につき講演すcOS日は會場の都合 

で休會。010 0の會の爲新講師胡田野田の兩 

氏選定。因に神戶近隣布住同志の川席を大い 

に歡迎す。每木曜映七時より市內熊內橋通一 

丁目が電停留所前神戶消費組合樓上に於て。 

兵庫縣★コレスポンダ•グルーポ會・員9S名。 

廣島 ★廣島エス會一〇9 ）｝15日秋季懇 

談會。 名出席。流川町名井屋支店二階にて

午後七時より〇世界各地の案內記。Esp. Dis
koj 會話などに與ずc ◊例會1〇月1FI 6名 

「星彩」を材料にして硏究。2〇 H 4名スラヴ 

篇愉况赤十字阈際训議へ次の如く祝氐をう 

つ。 、 ; .
Grandan Sukcis on Hi rosi mi Esperan to-So- 

cieto.
◊上記祝電に對し21 ロ「コントクナルシクデ 

ンヲシャス•コクサイカイギギチョウ」なる碧! 

電がきた。

◊廣島口ータリー倶樂部では今度その會歌を 

エス譯し之を正式會歌とした。譯は高橋謙氏。 

猶11月2〇 ロ（火）の例會には高橋議博士 

がエスペラントに㈱して講演することに決定 

ロータリー俱樂部員は皆當地一流の人々であ 

る。たとへその人々自身の參加は忽まれぬに 

してもその人々の影響下にある人々に好影警 

があるものと思ふ、 :•

◊本年度ザ祭に際してJ0卜、Kより講演をな 

す樣本會も猛述動を起した野村氏の如きは直 

接放送局にのりこみプログラム係の一人を綠 

化してしまった。••・ゝ ゝ

福岡女學會福岡支部一小山田氏送別命當 
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支部幹爭小山田行雄氏は今囘Arnoj （Ĉinujo） 
に轉職される爭になったので、10月幻［|晚風 

洲屋にて舊友相集ひ送別會を他した。◊第即山 

月例會。11月15日C木:）晚風洲屋にて開催 幹事 

の挨拶の後parolanto問田直幹氏に!ntcrsteno 
について有形無形實に豐富な材料を以て時餘 

に亘り满演あり、終って參加者よりの質疑應 

答懇談を交へて 出h・散會す。參會者大島敎 

授秋武博士はじめ13名。◊次囘豫吿。ザメ 

ンホフ祭!2月】5日土!®晚餐會於萬町昭和 

生命館内昭和食堂會費¥1.00 C豫定・）、◊初 

等蒲習角〇今秋開催の初講は豫定逋リ门月 

末を以て終了。

長崎★長崎エス會一ー10月28 □夜滿月に 

大連の同志徳安君の歡迎を兼ねて、十月の例 

會を催す〇會する者賓客徳安氏の外、窩原. 

久来、浦田、吉永・迫、近河.中川、濱部、 

富松の十名宀スキ燒を圍んで滿洲の話にふけ

るc食後初等满習會員の諸氏も來り會して愉 

快に時を過ごす。席上・過Ĥ滿洲へ轉じた元 

本會命計山佐君に慰勞金贈呈の案起りゝ忽ち 

數十金集2＞〇 〇11月叩市外道ノ尾に病床に 

靜養さるる老同志吉川元章氏慰問を兼ねて、 

同氏宅にて芋堀り會を催す。命する者吉川、 

油叭 久米 脇山■松尾、富松〇 Batatoを滿喫。 

京城 ★京城エスペラント會く舊稱ヴェルダ• 

クンシ-ド）の適例會々合場所を次の如く變 

更します。

第一金曜く南山町城內氏方） 

第二金曜（樱井町佐藤氏方）

第三金!® （忠信洞、磯野氏方又は豐川氏方） 

第㈣金曜C本町、明治製菓階上）

松氷テキストは文藝讀キスラヴ篇、第四金琳 

.は月例會並に懇親茶話會。

★日本エスペラント學會京城支部

创立I目下文書提出小）。支部□ 馬名。機關 

誌しa Transiro.代表者長谷川理衞氏〇事務 

所は當分の間明泊町2の82陽光堂介資會社 

城內氏氣付。

★xス普及會婦人部——十月上句以來佐藤氏 

指導の下に初等講習中。參加者8名。

上海 ★上海日本人エス僉 一加數年の歷史 

を誇ってゐた上海エス協角も一昨年の事變の 

ため事務所も同志Sofio氏の自宅で僅かにそ 

の而彩を殘してゐるにすぎない。屮阈扶界話 

者聯盟の面々相變らず活潑に每月定期の講習 

をっじけてゐる。!0 JJ山H同ん:集り吳淞に 

淸遊を試む。I .海風際エス協命は最近母阈塡 

國より歸ってきたエブナー氏を中心に茶話1^ 

を開き同志白人五名山阈人四名日本人一名工 

プナー氏より最近の換國のエス界についての 

報吿並に今後の活動方針を協議して散會。

（ハ木長生氏報）

藥品のレッテルに

エス語を活用
京城府明治町二丁目ハ十二番地陽光堂合資 

會社ではその製品c藥品）のレッテルにはす 

べてエス語を用ひられることになったことは 

旣に本誌第五號で紹介したがその後續々その 

製品にエス語入りのレッテルを貼布されて發 

賣されてゐるのは愉快でことである。

最近發賣のものでは"Kalcio Klorida "（滅 

陶クロールカルシウム注射液）く寫貝參照）。

'Enietino Hidrokloridan （鹽酸エ メ チン注射 

液）、*•  Neosal Banyu M 等である 〇 Neosal

にはや、詳しいエス語の說明さへそへてある

これらはすべて同志城內氏の御盡力によるt 
のである。

第2回FER大會

束京鐵道エス會の第2囘大角は口月3 n 
午前の鐵道エス聯盟總會の後をうけて午後2 
時よリ同じ丸の內鐵逍俱樂部に開く 〇參窃者 

約100。Esperoの合唱に始まり開會の挨拶 

C會代表小松氏う。FERの現狀（田中覺大郞 

氏）過去1ヶ年ち發展特に命の組織化を述ぶ。 

エスペラント演就a） Esp. kaj virina vivo 
（栗山かず子孃）態度口調共に上々であったが 

又内容は充分傾聽に値するもので現段階に於 

ける女性生活とEsp.を如何に調和せしむべ 

きかを切實に論じた。b） Pri veturiloj flali- 
niformaj C矢島英男氏）近咗流行し初めた流 

線型交通機關の問題を提え原理及實用狀態を 

詳細に述べた〇 c） Esenco de simpatio C宇田 
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川たか子孃）充分科學的な觀點から論じた。 

邦詰演說:「我等の立場と任務」（伊藤武雄氏） 

主としてfaka societoの任務と限界を述ペ我 

々は尙fika societoの殼の中にとぢ籠るべき 

でない事を力說した。實用と共に必らず宣傳 

に努力しなければならぬと述ぶ。「共に働け 

!」（高橋菊藏氏）現在に於て宣傳普及が如何 

巫要であるか、Esp-istoたるもの皆集って運 

動に參加すべしと强調した。特別講演「□本 

主義とEsp-ismoJC武藏倉治氏）Esp-ismoと 

H木主義は何か相背馳するものゝ如き說を聞 

くが斯ることは絕對に無く、寧ろ實によく合 

致するものである事と述ぶ。來賓挨拶にうっ 

リ岡本氏a褻會）伊藤己西三氏（TEK）中村 

氏CKanda K.）新井氏Ĉ名古屋）太田氏C京 

都）寺田氏C吹田）今澤氏C大阪）大谷氏C福 

知山）澤栗氏（郡山）萩谷氏（仙塞）何れも 

FERの發展を祝す。祝電披露數通〉次に呼物 

Dnnno家庭綠化運動・原作牧ミチ子.監替萬 

潭まき子、萩元進氏、筋は新婚2夫婦の一方 

は夫他方は妻のみが Esp-isto.何んとかして 

兩家庭を綠化したいと友人の智惠を借り兩人 

が共同戰線cエス書のamleteroを送り合」、と 

それを讀めなかった夫々の妻と夫はそれを讀 

みたさに不知不識にエスペラントを覺えて了 

ふ。出演者f inoj野上道子、菅原壽子、富岡サ 

ヨ・s-roj鶴FU義明・杏木威夫ヽ伊藤武雄.演 

出補助鎌旧秀治氏。誰一人むらのない好演技 

に參倉者皆驚嘆。用語は約三分のーエスペラ 

ント。Tagiĝoの合唱に6時閉會。

散會後7時より神【II明菓に於て東西鐵逍の 

會員有志にて噪餐會の催し歡談隱し藝續出。

鐵・道・と・エ・ス

聯盟本部11月の指導:力を宣傳に!國 

有鐵道の綠化の目標の下に.一人でも多くの 

同志を總ゆる職場で獲得する爲めに.その前 

提としても部內にエスペラントに對する完全 

な理解を作らねばならぬ。それに宜傅が絕對 

唯一の運動でまる。

聯盟綁會 H本鐵道エス聯盟第四囘總會11丿J 
织1午前9時半よリ丸の內鐵道俱樂部に開催。 

出席者名古屋.京都・吹田・大阪、福知山・郡 

山、仙臺・東京を通じ約50名、內地方會代 

表者の出席せるもの6. Esperoの合唱に開 

會川中覺大郞氏議長となり議事を進む。本部 

報吿小松氏常任委員會を代表し1ヶ年間の聯 

盟の狀勢、事業、及先日より懸案議案等に亘 

む報吿をなす。次に各地方會の代表者が夫々 

槪括的食の現狀報吿がある。次に議案の審議 

に入る。1.エスペラントの採用を鐵道職員の 

多數の署名を以て鐵逬大臣宛建議する。2・現 

在の用語委員會の組織替をして積極的に活動 

する。宣傅活動を一層活潑にする。以上3 
件可決。改選による新常任委員は田中.肯木、 

高橋、获元・織田、矢岛、伊藤、小松の諸氏 

田中氏の新本部代表挨拶に次ぐTagiĝoを以 

て正午過ぎ閉會。後出席者一同午餐を共にし 

全部自己紹介をなす。

東京 ◊硏究會每木曜聯盟機關誌エス文特輯 

號の鐵逍關係記事を讀む。

◊初等講習11刀12日を以て終了。每週月 

水、金、1時間宛.6週間、講師靑木氏。◊ 

屮等講習初等に引績き開講、每火、金4時50 
分より6峙.講師伊藤武雄氏、用書下村氏液 

話讀本。◊月例會11月1II午後1時過ぐる 

FER大儈及聯盟總彷を合評す。◊ Stel；L K. 
10 月 20 H terno : Pri mia hejmo,司何者萬 

澤嬢。新進の人逹が为敢に立つ事は誠に欣ば 

しい現象である。◊ド〇皿K.新宿白十字每火 

曜午後'時半より〇仪近主催者FER側から 

は諸種卓要會合の爲め出席が少ないがFER 
大會等終了と共に乂活潑になるものと豫想さ 

れる特に初步の人達を歡迎する〇 

京都 每土曜H輪讀會開催、出席者は少ない 

が大阪.福知山の友命の多大な援助によって 

會を續く。熱心な會員は平安エス會.京都工 

ス聯盟等の會に出席し大に技を磨く 〇 

札幌 ◊同志來訪1〇月6 ロ束都エス會の花 

形里吉氏來訪され有志數人と會談・同is日 

•には更らに輪'讀钮を來訪され種々運動に就き 

天學習上の心掛けに關し有益な御意見を何っ 

た。11JJ 9日苫小牧岡垣氏來訪◊瞬讀會每 

木■カルロ讀了。U }\15 ロより「給のない 

繪本」を讀む。出席1〇~13名。◊丿J例會會 

務協議零の爲め開設。笫1囘!〇 /131「1午 

後4時半より俱樂部に開催。出席1〇名。機 

關誌發行.會名決定.會務分擔等を決めた後 

Espero, Tagiĝoの練習、懷舊談をなす。◊會 

話會月.水.金尖沐を利用會話練習會を開く 

出席3— 4名。◊ザメンホフ祭は】2刀15『［札 

幌エス會と合同開催の豫定。 -

仙薑 束京に開他の聯盟總會並にFER大僉 

に代表者萩谷氏出席.大いに激勵され.明春 

早々初等那習を開く豫定とす。ザメンホフ祭 

は仙墨エス會と共同にて催す。

郡山◊初等講習每週月、木午後7時より2 
時間宛開催中の處最近終了に近きつ人ある講 

師澤栗氏。◊中等硏究會每適土曜鐵道:治療所 

一室を角場として開催中。現在用書はEzopo 
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である。◊月例會11:月7日午後帀丫より開 

く 〇機關誌の批評をなし後、ザメンホフtnog 
を記念すべき案を練る。

新餐雜誌ビエス語.

メ詩歌燎原 創刊號しa Grupo de la Poemo 
"Ŝiika Bjoogen ”なるエス文字あリ〇 .C帶廣 

市東四條十六丁目其社發行）。

★高知新聞CU月 如），異國の空に親愛と 

尊敬の的日本の鯉のぼり。土井英一氏とエス 

についての記事〇。

★北國夕刊新聞CIO月!9-21 n）——非常 

時日本とエスーー井上照月氏。工 •，

★名古屋新聞Cli）i12 [D ーー名古屋佛 

敎靑年聯盟發會式c記事エス語でマヨ-ル氏 

の挨拶あり）。・ *

★十勝毎日新聞〇〇月24・ED國際通信と言 

語問題C原田三馬氏）。

★十勝毎日新聞C1OJJ26—27门）ビ卞ニーロ 

二葉亭にふれてC井上一氏）。

★十勝每日新聞CM月13J4J5H）少年ザメ 

ンホフC原川三馬氏）

★興正Cli月]〇日）ーー民國文人の常文字 

く高橋邦太郞氏ん

★海外ニュース 創刊號---ザメンホフと工

スーー高木弘氏

★實篥之日本 1!月1日號ーー新渡戶稻造 

博士長逝一周年一常に春風駙蕩の人——永 

田秀次郎氏（談）。

★明治文學硏究。10月號。•艮谷川二菜亭と工 

スペラント（井上一氏）。

・アサヒ•グ'ラフ〇】月14 □號）。地方畸人 

傅一長崎縣ノKと魚釣の投栗エスペラント翳 

師一髙原倉氏の題下に同氏についてかいて 

ゐる。 〇 - < •

地方 機關誌

★La Fervojisto C鐵道聯盟）38號ーー日本國 

民とエス（永田）.我が聯盟の誕生前後（1） 
C靑木）.第3阿北海道エス大會の記〔三崎）. 

Plezuro benota trans suferado Ĉ岡垣）、Post 
unu jaro （高橋菊）.Klara estas aŭtuna ciclo 
（服部）。束京鐵逍エス會における网際通信（矢 

鳥う .. , *.  7.》

★FFR （東京鐵道）。口月號。Gusto （林）. 

Aventuro sur Ĝin za Strato （HM）4t 他報逍 c 

★KorFER （郡山鐵道）。10 丿J 號 Kor FER ! 
（遠藤）、徒然なるまゝにC澤栗）其他。 

★MER （盛岡）。1〇月號。主として報道。

★Verda Haveno C橫濱）。1片號。Esp-isto の

戰慄C佐伯）・橫濱の思出（川崎直一）・神奈川口 

ンド訪問記.エス展を顧て（VMCA會）其他。 

★La Verda Stelo （ミヤコ）〇 1〇 冃號〇 （Sim
etria Koordinata Metodo C鮎川譯）其他〇 

★Eĉ Guto C飯塚）4號111江顧問の;S。講習 

を了へて（片山?、Oni atendas pluvon （大場） 

Verda Pikniko （花村）.Intersteno の頁（大 

場）等。 '： ・ 、

★Ni Korespondas Cコレスポンダ會）18號〇 

-----Ĥ と UJ 偶感 く山旧）、Mi amas vin 
（鬼頭）.El Notoj,文字の書方と讀方・Hを 

含む單語の數（玉野）其他。

★Inter Ste□〇 （速記;）10月號一再び花村氏 

へCToidめ外に速記文字。

★Inter Steno !1月號ーー再び花村氏へ（續） 

外に速記文字の頁。

*N】u Kroniko （宇都宮）2 號〇 Al esperantistoj 
oferas mi （Asao）, Dubo 其他 C黑崎）wMedito 
en um-umon （榊原），Filino de Drako （田野 

邊）其他。

★Bulteno de KEG （金澤）c 5號。北陸大命記 

事。講習會記事其他。

★エスの友1!號。運動報道・時事文エス譯 

同志名簿（2）〇讀者欄その他。

★KFER （京都鐵道）6號。總會參加記（太 

田）・思ひの儘（藤田人Vivo （渡邊）。

個人.消息

★學會評議ロ里吉重時氏は去る10 JJ 8日同

志宮川友枝 と華燭の典をあげられた。お二

人共熱心なエスベランチストであるから新家 

庭は微庭的のVerda Hejmoとの爭〇

★毋令評議口靑島友美氏（千菜）は1〇月2〇「I 
同志田野多喜子孃と華燭の典をあげられ新居 

を千菜市南道場1547にかまへられた。

★ハ木口出雄氏——岡山市內山下三二番地へ

轉居C

速 報

JOAK, JOBK, JOCK
第二放送でザ祭講演放送 
び月15日午後8時半から卅分間東京帝大 

敎授西成甫齒士の「ザメンホフとエス語」に 

關する講演をJOAK （東京）第二放送で放送 

することに本H決定。JOBK （大阪）及JCCK 
（名古屋）の第二放送へ中繼の爭に確定した。 

Cli月26日午後2時記）。



1 935年海外雜誌豫約募集
・御住所姓名は漢字とローマ字またはカナと 

ではつきリと讚みやすくお書きください。前 
年度から能續お申込みの方はロ ーマ字は從來 

御使用になってゐるとほリお認めください。 

・前年度から繼續購讀,または新規申込みの 

別を御明記ください。
・御住所御變更のばあひは舊住所（ローマ字 

，で）もお知らせください。

・お巾込参は丄1月30 H,12月15日，]2 
月 28 日，1月15 日,1 J] 31 H, 2 月 25 
ロ,4月10「|, 5 ）] 31 H, 6 月15 ロ,6 月 

30日,7月15 H, 7月31H, 8月31日に,そ 

れぞれ,受附を締切って送金いたします。

・特別のお申添へなき限り,4月10 口まで 

のお申込みは,一対號から，それ以後のお申 

込みは,七月號から起木されるよう手續きい

j （SEMAJNA ELDONO]
HLKUUJU de esperanto

週刊•新聞紙型•普通號ハ頁

各國エスペラント界時事•新刊紹介・ 

諸國便り・哇事寫貝・珍聞奇話•文通 

希望啖吿•文藝•关術•普樂記事等。

定價1年分8 mk. く約10圓50錢〉 

特:賈:5圓50錢（または返信切手 

32枚）二週間づつ取まとめ發送でよ 

ければ5眞Kまたは返信切手26枚）。 

半年分は各半額にその二割增。

MONATA HEROLDO
月刊・週刊坂と同じ膿裁

週刊皈から拔萃編輯勺時間的または 

經濟的に餘陷少き人に勸める〇

定價1年分2 mk.（約2 M 70錢） 

特瀆:1冏50錢（または國際返信 

切手8枚）（一年分に限り取扱ひ;）

LITERATURA MONDO
年十囘發行•菊倍判十六頁

文學美術論・原作小說・詩・各國文 

學作品の飜譯•映畫觸•名畫寫眞版 

LINGVO・しIBRO （季刊）無代添附 

定價1年分9 sv. fr.匚約9 10] 5U錢ゝ 

特價:5圓30錢（返信切手30枚） 

半年分:3 IHKまたは返信切手17枚）

たします。但し舊號密切悸のこともございま 

すからなるべく早くお申込みください。
・定價その他は四圍の事情乙變化により豫吿 

なしに變更することがございますから,あら 

かじめ,お含みおき願ひますC
■!不苗その他”事故については貴任を負ひか 

ねますが，照會等の勞はとりますから,事故 

の生じたばあひは，一應御照會ください〇

血國際返信切手券は,全國の一,二等郵使局 

で賣ってをります。三等集配局でも申込めば 

取寄せてくれます。定價は一枚十五錢です。 

・阈際返信切手券には，左側の圓內へ局の口 

附消印を受けてください。
・國際返信切手券または小爲替で御送金のば 

あひは必ず書留郵便にしてください。小な替 

よりはなるべく振替貯金を御利用ください。

LA PRAKTIKO Gazeto^ kiu in
struas k amuzas

月刊•菊倍判十二頁

寫眞版多數入りエスペラント界巫耍 

時事•笑話•逸話・通俗科學・懸賞問 

題•興味中心の運動•學習雜誌

定價:!年分2.50 gld.C約5圓50錢） 

特價:2圓60錢G返信切手!4枚〕 

半・分:1圓50錢C返信切手8枚）

LA PIRATO Kajero por satiro 
humoro k libereco

月刊•菊判十六頁

エス諷刺文學の第一人者 Kavmond 
Schwartz を首領としてヱスベラン 

ト海を荒し廻り痛烈な皮肉と諷刺で 

いろんな事件や雜誌を槍玉にあげる 

定價:1年分15 sv. fr.（約3|R150錢） 

特價:2圓Cまたは返信切手10枚） 

牛年分:1風20錢（返信切手6枚）

SCIENCA GAZETO
隔月刊•菊判20頁（8おイント組）

自然科學の諸部門の各種發見の紹介 

新知識の發表•專門家は勿論自然科

二 學に興味を持つ人はぜひ豫約されよ 

定價:1年分】弗（約肚I 60錢） 

特價:丨年分2圓C半年分取扱はず）

臺聶于理專费日本エスペラント學會 振替東京11325番



ますます好評の

AELA-1935年一計劃大要
本會數次の交涉効を奏して 

規定數項を變更し面目一新

1. A美術，科學;B言語;C文學の三部制とし,そのいづれかを選ぶ 

にまかせる新制度（二部乃至三部同吁加入は會費割引）

2. 絕版良書の複刻刊行 …;.• ' 「リ

3.1933年度會員の一部の人みに不便を與へた「自然繼縊」の條項〔一定 

期口までに退會を中出ないものは繼繼會負と認め會費請求）撤嫌（學 

會經由會員に限り,<33, Z31年度會員にも適用）

4.規定外圖書の押賣制度撤廢（但し新刊書は會員には從來通り割引）

48頁の美麗なPROSPEKTO 近々來着

2錢切手封入お申込みあ□ば到着次第送呈

1935年度配本槪要

A.美術,科學

Privat:
Interpopola Paco
Hekler :
Arthistorio II
Van Loon:
Rigardu la teron

■ ■ ■<v ■ •
•w

一 §B： .
35年2月1日まで!0sv.fr- 

G月1日まで!1sv.fr.
12月1日まで!2sv.fr.

二部:上記期間により

19 sv. ir., 21 sv. fr., 
2j sv. fr.

三部:

27 sv. fr.t 30 sv. fr.,
33 sv. f r.

B.言 語

Ffeffer-Kolocsiiy:
Nova Krestomatio

Kalocsay-Waringhien :
Plena Esp. Gramatiko

Wŭster-Pfeffer
Esp., kiel normolingvo por 
ele 阳oscienco

Stoj an :
Evoluo de Esp.

C文 學

下記中より四,五册 

Pola Antologio

Jerome:
Tri homoj en Boato 

Vallienne: Ĉu li.

Strindberg:
Historiaj monografi oj 

Ŝapiro, Weinhengst,
Szilagyi・等の原作 

その他數種のうち

東京市本鄕區元町一丁目・ 

戳日本エスペラント學會

1sv.fr
2sv.fr


新雜誌TEMPO創刊の趣旨二

一言にして盡せば”親しみのある讀物''を我等同志の間に送り度いと思ふ 
のである〇
單にエスペラントの硏究機關としてならば「レヴォ・オリエンタ」の如き，又 

初等程度の學習用としてならば「エスベラント」等の如き立派なるものがある。 
之等の雜誌類は皆エスペラントを學習する爲のものである护TEMPOは工 
スペラントを我等同志の日常生活に活躍させんと試みるものである。
この事業の困難なることは永き經驗に依って十分心得てはわるものの近時 

盛に活躍を始めつ、ある我がエスペラント運動の現狀に鑑み我等は最早沈默 
を保ち得ず勇敢に乘出したのである。
故に巨颔の保證金を政府に供託し新聞紙法の基礎の上に立ち自由にH常時 

事問題を論議する權能を得諸兄に見えんとする。 • :•ゝ•
とは云へ唯小數なる編輯同人管理香のみの力を以てしては何程の理想も實 

現することは出來ないのである。ここの意味に於て我等は專ら投稿に購攪に 
諸兄の御聲援と御支持を期待するものである。

tempo編輯同人管理者一同
第k號內容…發刊の辭,ニュ 

1ス，評論，小說,爵〉漫文,讀 

者欄,勅刊紹介,エスペラント運 
動等。

TEMPO•••・每月一囘十□發行,四 

六倍判,内容趕富，菊判2〇頁の撬 
あ!）全文エスペラント。年購讀料 

金豈圓（送料共）見本一部郵券拾錢

發行所綁餐力 ヤ書店懿鬣）嚟掳
MM

科學者エスペランチストよ 
lnternacia Scienca Asocio Esperantista 

を支持せよ

ISAEは今や財政的困難と苦圖しつつ 
ある。これを拱于傍觀するは科學者 
Esp-istoの恥矗た"。科學者Esp-isto 
よ,一人殘らず加入して,援助せよ。

會負には年四回科學記事滿載の 
BULTENO く菊判16頁）か配布 
會費一年分1團70錢
Cまたは國際返信旦手!0枚） -

——別頁「海外雜誌収扱規定」參照ーー

舊會員に急告

3?年以後ヨ年間Bultenoを引續き受取っ 
て诵费を支拂はない人多數あるよし.圭急 
お拂込みくださいc IBAEと交涉の結果こ 
の際拂込まれればー年分を1圓（返信切手 
なら6枚）づつに減'組してもらひましたか 
ら，この機會にぜひ進んで御淸算あれ。

JEI

エスペラント本の祭
LIBRO-FESTO

期間12月10日から12月25日まで

C25日の消印ある註文書は有効） 

ザメンホフ祭紀念のため上記期間中 

學會出版圖書に限り定價の二割引で 

捉供します。この期間に，すくなくも

一人一册は

ぜひお求めください

本會出版物は本號に揷入の振替用 

紙の裏面を御覽ください。

改正卸8目錄近口中にできます。 

二錢切手封入お小込みください。

覺器于理歡日本エスペラ ・ ノ k気急 電括小石川5415番
ノ r字图 振替東京11323 #
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新着•再着•洋書•案內

J. Haŝek: LA TRAVIVAĴOJ DE LA 
BRAVA SOLDATO ŜVEJK DUM 

LA MONDIMILITO （註文略號 §vejk）
四六判!52頁。定價2同50錢•送料4錢 

今囘の入荷品C二十部）に限り特價!E 50錢
ナポレオンのやうな榮光や歷史を持たない,無名の謙讓な英雄たち。しかし 

彼等の性格を仔細に分析してみれば,マセドニアのアレクサンドルの榮光も 

薄らぐであらう〇それらの英雄の一人が,ブラーハの街上に,褪褸を纏うて默 

々としてゐる。彼の名はシュペイク，善艮な兵卒である。彼は新しい偉大な 

る時代の歷史に自分の存在がどんな意味を持つかを知らない。……底知れぬ 

善良さが，おのづからどんなユーモアを迸らせるか,彼は知らない。だが，讀 

者は笑ふ。笑ふて,そして,やがて，ほろにがい諷刺に心を刺されるであらう〇

近着豫吿 GOSTA BERLING, Selma Lagerldf
MONO DE SINJORO ARNE, „
Skizo pri Filozofio de Y Homa

Digno, Paul Gille
JIMMIE HIGGINS, Upton Sinclair

S. Grenkamp: CU VI AUDIS TION ?
定價1鬪50錢•送料2錢・今囘入荷胡20部に限り特價£0 
氣の利いた，新しい笑話數百篇。

しばらく品切れのため,お待ちかねの下記の洋書到着

Fructier-Grenkamp : KOMPLETA GRAMATIKO 
KAJ VORTFARADO 鬻皆 ™ 罟嶷覩 f g

Luis Bastien: NAULINGVA ETIMOLOGIA
LEKSIKONO 定價3 IOI 90錢・送料6錢

C12月25日まで特演〕3團

東京本鄕
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Redaktis:
V. BLEJER kaj L. KOKENY
La lingvo-fakon : Ĉefredaktoro-iniciatinto:
K. KALOCSAY; I. ŜIRAJAEV +

上卷（Aj旣刊;下卷（K・Z）近刊
15 5x23 5cm,ハポ密組（;次の二頁に內容組見本あり： 

上卷272頁,寫眞版112頁,下卷368頁，爲眞版192頁

およそエスペラントに關する限!?は,その歷史， 

文獻,宣傅,人物の禹般に亘1），求めて得ない 

ところがない。試みに日本に關して云へば,初 

期より現在に至る著名エスペランチストの略 

傳7!餘項，各地方僉の有能運動者名百數十,日 

本エスペラント運動史，日本のエスペラント雜 

誌，JEIの經濟史，日本エスペラント運動現狀 

の解剖，日本文舉とエスペラント等々。

一人一册が理想であるが，それは多少無 

理艺しても一少なくども各地方會の文 

庫に一部は必ず備へおくべきもの。

LITERATURA MONDO社宛直接註文の場合は: 

定價:並製30 sv. fr.:上製34 sv・fr・ 
邦貨換算 約33 101 ; 約37 IDI
送料:並製 3.30 sv.fr.Ĵ並製 3.40 sv.fr.
地方會文庫用は4割5分引僵鑒）

學會へ註文の場合は:

特價:並製17圓;上製19圓（總）

地方會文庫用は特價の4割引（翁）
學會會員には個人註文のばあひは2割引

發行所:LITERATURA MONDO
BL DA BEST IX, Mester-ucca 53 V. 5 
取次所:束京市本鄕元町一丁目 

毀日本エスペラン學卜會

振替東京11325番•铠話小石川5415番

特價期間特に12月28日迄延長

別に普及版（寫眞版なく，用紙幾分粗惡）あり

定債（送料共）10 sv.fr.:特價6團 :返信切手ならばĴ枚

sv.fr
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Redaktis:
V. BLEIER kaj L. KOKENY

La lingvo-fakon :
K・ KALOCSAY

Ĉefredaktoro-iniciatinto
L ŜIRJAEV t

Ĉefkunlaborantoj :
W・ G. Adams, G. Agricola, A. Arnessen, D. A. Atanasov, P. Balkanyi, 

I. Baranyai, L. Bastien, A. Behrendt, P. Bennemnn, G. P. Bruin, M. Ch・ Butler,
E. Capdevila, G. Chavet, S.*J.  Carreira, C. Domingues,し Dreher, G. Facchi, 
P. Flageul,し Friis, E. Grosjean-Maupin 十,Cli. Heilskov, T. Indra, J. Isbrŭcker, 
W・ B. Johnson, St. Kamaryt, Gy. Karczag, N. Kawasaki, W. Kenn, R. Kreuz, 
T. Kuwahara,し1.Lappi, N. V. Nekrasov, P. Nylen, K. Ossaka, W. M. Page, 
E. Pfeffer, F. Redondo, W. R6bin, M. Rollet de 1'Isle, H. Sakaria. H. Seppik, 
〇. Simon, W・ Solzbacher, A. Stamatiadis, F. Stancliff, J. Stefanĉiĉ, H. Steiner, 
G. Stroele, F. Szil自gyi, J. Takacs, P. Tarnow, L. E. P. Thomson, L. Totsche, 
A. Venture, G. Waringhien, E. Wiesenfeld, W. v. Zon.

Kunlaborantoj:
F. Azorin, Gy. Baghy, R・ Banham, M・ Bŭn6, A. J. Barcelo, A. Berger, 

V. Butkus, 〇, Bŭnemann, H. Cachon,し Cogen, F. Csutak, S. Cang, G. Debrou- 
were, H. Dresen, P. Filliatre, R. Fillidtre, H.Fischer, I. Gode^. J. Habert, F. HAjek, 
し Halka, P. Hŭbner, M. Jagoda, J. Johanson, A. Klimas, I. H. Krestanov, H. 
Kŭrsteiner, P. Laĥovicki, E. Lanti, J. Litauer, J. Major, M. Marks, F・ R. A. 
Mc. Cormick, J. Mihalik, E. Morariu, T. Morariu, W・ Mudrak, K. Nebenzahl, 
A. Nikolov, A. Pino, M. C. Rodriguez, C. L. E. Sepulveda, M. Ŝidlovskaja, 
Ŝindo-Seitaro, P. Teuchner, H. \Veinhengst, E. E. Yelland, G. H. Yoxon, L. 
Zamenhof, J. Zauner.

Eldonis
«Literatura Motido" kaj Asoci〇 de Esperantistaj Libro Amikoj 

Budapest, IX., Mester ucca 53・ Hungarujo



Homaranismo 223 Horizontoj

Homaranismo. Idearo de Z, por kiu 
ii pledis en aparta ^Deklaracion kaj en 
aliaj skribajoj. Laŭ la Plena Vortaro 
»Doktrino postulanta^ ke ĉiu rigardu 
kaj amu ĉiulandajn homojn kiel si
ajn fratojn.« Ea plej karakterizaj kaj 
gravaj estas la du unuaj punktoj de 
la »Deklaracio«: »Mi estas homo, kaj 
la tiHaii homaron mi rigardas kiel unu 
familion; la dividitecon de la homaro 
en diversajn reciproke malamikajn 
gentojn kaj gentreligiajn komunumojn 
nii rigardas kiel unti el la plej grand・ 
aj malfeliĉoj, kiu pli aŭ malpli frue 
devas malaperi kaj kies malaperon mi 
devas akceladi laŭ mia povo. 一 Mi 
vidas en ĉiu homo nur homon, kaj1 
mi taksas ĉiun homon nur laŭ lia 
persona valoro kaj agoj. ĉiun ofenda
don aŭ premadon de homo pro tio, ke 
li apartenas al alia gento, alia lingvo 
aŭ alia socia klaso ol mi, mi rigardas 
kiel barbarecon.« Dietterle en la 〇. 
V., p: 312—343 publikis la tutan ma
terialon kaj aldonis pri Z i. a.: »La tre 
ideala homaranisma ideo okupis lin 
dum lia tuta vivo, kaj — kiel ŝajnas 
al mi — por li estis ankoraŭ pli gra
va, ol la tuta ideo de int. lingvo, kiu 
evidente servis al li nur kici vojo al 
la ideala celo, kiun li esprimis per la 
preskaŭ sinonimaj vortoj »hilelismo« 
kaj »homaranismo«. Pro diversaj kaŭ
zoj li komence timis, publikigi siajn 
ideojn sub sia nomo:1.pro la politi- 
ka situacio en la tiama Kuŝujo, 2. pro 
tio, ke li antaŭvidis atakojn kaj kritik- 
ojn eĉ de la plej fidelaj adeptoj de liai 
lingva ideo, 3. ĉar li ne volis,, ke oni. 
intermiksu la du por li samcelajn, sed 
principe diversajn ideoj n.« Z ne suk- 
<esis fondi movadon por H., ja tion : 
malhelpis ankaŭ la militeksplodo, sed 
troviĝis multaj, precipe inter la paci
fistoj, kiuj simpatiis kun tiu idearo. 
Laŭ marksisma vidpunkto la H. »kap・ 
ablus nur fuŝi realan komprenon de 
la ekzistantaj soci-fortoj.« (Drezen, 
p: 13.)
.Ho, mia kor\ Poemeto de Z, verk
ita nelonge antaŭ eliro de la Unua 
Libro 1887.》En tiaj tagoj Z verkis 
versaĵon tre mallongan. Oi sonas iom 
kiel spirado malfacila de homo sup
renkurinta kvin etaĝojn de ŝtuparo kaj 
•staranta antaŭ pordo halteぶ(Privat； 
Vivo de Z, p： 35.)

Homoj sur la Tero. Romano, ori*  
ginale de E n g h 〇 ! ni, Ud・ 1932, 
202 p. »Intcrcsa rakonto, flua kom
prenebla stilo, agrablaj naturskizetoj 
inter la faktoj sinsekvaj, portretoj tre 
sukcesaj, se oni atentas, ke la perso 
oj estas preskaŭ senkarakteraj, lertaj 
novaj esprimoj kaj komparoj.« (〇. 3., 
,E\ 1933, p: 60.)

Homulle Rudolphus Henricus, ne
derlandano. direktoro de sten. ins
tituto. Nask. 20 jun. 1887 en Amster- 
dam> Kreinto de la unueca nederlan
da sten. Iniciatis la unuan grupon en 
A. en 1905 kaj katolikan grupon en 
1910. Trad. broŝuron de Cart U n u 
h or o d e E. : : •し

Honduraso. Centra Amerike. Unua 
E-isto kaj UEA-del. estis H. Dike, 
veninta en 1926 el New-York kaj loĝ
inta iun tempon en San Pedro-Sula. 
En 1931 alvenis la landon Mauricio 
Tagoda, juna sed malnova^ E-isto, 
kiu nublikigis artiko-ojn, gvidis la unu
an E kurson en Progreso. Pro Ia 
revolucio de generalo Ferrcra ĉio 
estis detruita kaj kelkaj kursanoj 
mortis en la fratbatalo. En 1932 Ja- 
p-oda lokŝanĝis al Tela kaj varbis nor 
E la nunan UEA-deL David Medina 
Banjzs, kiu nun gvidas tie kurson. 
En Olanchito Jagoda varbis por E la 
kuraciston d-ron Pompilio Romero, 
nuna UEA-del., kiu faris ・ diversajn 
tradukojn d E al hisoanaj kaj dank*  
al Ii fariĝis E-isto la verkistino kaj 
edukistino f-ino Visitacion Padilla, la 
-unua UEA-del. en la ĉefurbo Tegfuci- 
galpa. M. JAGODAe

Hookham fhukm) John Edward, 
anglo, urboficisto. Nask.15 aŭg? 1880 
en London, listigis 1911. De 1922 
vicsekr. de IKUE. De 1926 sekr. de 
Andia Ligo de Katolikaj E-istoi.

Hori Mamiĉi, (ps・ Vervoj。)： japa
no, publika prokuroro de distrikta 
juĝejo de Tokvo. Nask. 25 jui.1900 
en Nara-si. E-istiĝis duir? voj唆〇 en 
Siberio, 1918. Vicpre乙 de 20-a J 
Kongreso. Sekr. deseo JE fcongresoj.

Horizontoj. Poemoj de. Barba r- 
u s, el la estona trad. Hilda D r e- 
sen, 1931,78 p. »Poeto de fanfaroj, 
arda maltrankvilo, grandurba, ŝajna, 
sistema anarkio, zigzagoj kaj geomet
rio, harmonio kaj revolucio. La forrn- 
preteco de H. D. preskaŭ ĉiam tri-



«ザメ ンホフ祭大特賣》

Senpage sendas al vi la grandan, sensacie belan ilustritan katalogon de LITERATURA 
MONDO Ia eldonejo kaj en ĝi vi legos pri

ZAMENHOFA FESTO 1934
GRANDAJ PREZMALALTIGOJ

validaj por mendoj, faritaj plej malfrue la 15-an de decembro 1934. 
Post tiu dato mendoj estos plenumataj nur laŭ la malnovaj prezoj.

• Ordinaraj Malaltaj
Prezoj sマ.fr.

• * • afrankite
Julio Baghy: DANCU MARIONETOJ ..................... 3.80 145
Jean Forge : MR. TOT AĈETAS MIL OKULOJN … ・・ 4.40 1,85
F. Szilagyi: TRANS FABELOCEANO ..................... 3.30 185
F. Karinthy—L. Totsche : VOJAĜO EN FAREMIDON

• • (nur bros.)................................................................. 1・32 072
K. R. C. Sturmer : EL LA NOTLIBRO DE PRAKTIKA

ESPERANTISTO ..................................................... 2.75 145
Ŝ. Aŝ-I. Lejzervicz: LA SORĈISTINO EL KASTILIO 3.85 1,85
K. Kalocsay: LINGVO STILO FORMO................. 3.30 1,50
K. Kalocsay : - ETERNA BUKEDO ............................ 9.90 4-80
Goethe Kalocsay: ROMAJ ELEGIOJ .....................2.20 1.20
Dante—Kalocsay: INFERO ........................................ 9.70 4-80
L. Totche: DE PAĜO AL PAĜO.............................. 2.75 1,45
E. Aisberg: FINE MI KOMPRENAS RADION ・・・・ 5.00 2-40

Ĉiuj prezoj por broŝuritaj libroj. Por Minimume mendebla kvanto la valoro 
binditaj libroj oni devas aldoni por ĉiuj de 3.00 sv. fn 
libroj po 1.00 sv. fr. Mendojn plej malfrue 15.12. akcepas

LITERATURA MONDO, Budapest IX, 
Mester-ucca 53 V 5, Uungarujo

着次第打巾込み順に配本します。下記規定御熟资の上至急御註文ください。

上記特賣本取次規定
上曽己特賣品は目下學會で取りまとめ註文中〉十二月下旬 

に入荷の豫定につき，學會あて御註文おきになれば，到

1.邦貨換算は1sv・fr・=£0錢とす〇^價 

は1圓L0錢くらゐ’

2-國際返信切手利用の際は0.30 sv. fr.= 
!牧とし030sマ・it未滿は切上げて1枚と 

すること。 ■■'•ハ

5.12月10日までに學會へおいた御註文 

に對する品がすでに賣切れのばあひは迫加 

註文いたします。
6. この特價品御註文に限り,その旨明記 

他の御註文と别途御送金ください。萬一他 

のと一緖に御送金のばあひは,配本順位が 

後廻しになっても責任を負ひかねます。

7. 書留御希望のばあひは1〇錢御追加の

3. 御註文は 匚低3sv. fr.以上のこと 〇

4.期日は12月15日限りなるも,蔑一品 

に剩餘生じたばあひは12月対日まで受附。

振替東京1132う番
优話小石川5415番為村 戳日本エスペラ

%25e3%2583%259e.fr


《第 二版》
內容見本お申込み次第送呈

見よ,驚嘆すべしこの賣れ行き

これゲ,エスペラント出版界に輝く燦爛たる新記錄

發行元へ註文,註文，ま扌こ社文,三回,四冋の追加をしても，際限を知 

らぬ大衆の需要に應じ盡せず，ために息を繼ぐひまも，廣吿する餘裕も 

なかつ化。百數:十部を賣り盡して,ここに辛うじて約二十部の餘剩在庫 

品を得化。この機會を逸するこミ©い早速註文されよ，そして

一人一册必ず座右に備ふべき改訂第二版を
せひ入手されよ。今冋の二十部に遲れればン次冋入荷は來春二刀,それ 

まで荏苒，日を待たなければならない。・

一日の躊躇は百ロの足踏みだ
躊曙なくすぐ話文されよ。

よき鳥は枝をえらび よき學習者は辭書をえらぶ

定價13圓50錢（送料21錢）:發行元の注意により特價撤廢。ただし，返信 
切手による註文制度繼續につき（SATでは拒絕しましたが，辨住を發見に 

つき）當分の間,國際返信切手44枚（別に送料21錢）で御註文に應ず。SAT會冒へ煮告 今回,本會がPlena Vortaro日本，中國總代理店と

日貝 心、□ なったのについては，SAT會目が倉員番諛御明紀ろ 

上御註文のばあひは定價の一割引で提供することになりました。卽ち現金ならば，12 
®15錢,返信切手ならば40枚Cただし迭料は別に中し受けますっです。

大特イ曹稼約墓隼 今回さらに發行所と耕條約締結,次回以後の註文はi時に一百
I貝唤2笏禾 部以上註文のばあひは高率割引をしてくれることになりまし 

た。この割引差額を本會の所得とせず,I」本の同を諸氏に堆霑したいと思ひます。卽ち十二月 

二十五日着便までの御注文は返言切手•枚CSAT會貝は厂枚;）C送料別に21錢）,以後一月二 

十五Bまでの御註文は42枚CSAT 38枚'）G金料勿錢）で豫約川込みを受附,ナます。C但 

し配本は來春二月頃I註文部數朋數に逹せざる場介も解約または迅加お拂込みを願ひません〇

務静毀日木エスペラント學會勰勰曬黑



學會會員は殘らず

UEA
へ加入せよ

エスペラントを弘めるこ芒は，われらの世代が次の世代に對する義務で 

ある。エスペラントを弘めるには，一人一人の同志が,一人でも多くの 

同志を獲得するよう努力しなければならないこざ勿論であるが，同時に, 

の，或ひは，更に大きく，世界のエスペランチストがお互に團結し

て,エスペラント運動の擴大强化に力めなければならない。その化めに 

は一

日本のエスペランチストは一人殘らず日本エスペラント學會の會員ごな 

って日本における普及運動を援け，學會の會員は一人剰さずUniversala 

Esperanto-Asocio '(7)會員芒なって,世界のエスペラント蓮動に力を添へな 

ければならない。

UEA の會員には，simpla membroと 

aktiva membroの二大別がある〇

UEAのsimpla membroになるには學 

會の正會員(會費年3鬪》こなればよいので， 

それ以外に會費を要しない。

Aktiva membro には Membro kun 
Jarlibro (MJ), Membro-Abonanto (MA), 
Membro-Subtenanto (MS), Dumviva mem
bro (MD)の四種類ある。Simpla membroも 

Aktiva membro も Membrokarto を受けて, 

UEAの諸施設を利用することができるが，さ 

らに Aktiva Membroには下記の特典があ 

る〇

MJ:年鑑の配布を受ける他にPremioを受 

ける。

MA:年鑑,および月刊雜誌Esperantoの配 

布を受けさらにPremioを受ける。

MS:上に同じ。

MD:終身，年鑑およびEsperantoの配布

を受ける。

UEA の Aktiva membroになるには:

1. 學會の正會員たること(會費年額3即)。

2. 別に巒下記のとほり會費を支拂ふこと。

MJ

MA

MS

MD

PREMIO: J35年度のは未定につき,會費を 

拂込んでおかれればpremioは決定次第通知

2 0 50錢C國磔返信切手ならば9枚) 

7圜 C n 24枚)

19圓50錢く „ 65枚)

C一時金)300 BIC ,, 1000 枚)

する。

UEA 東京市本鄕元町・一 財團法人日本エスペラント學會內

UEA代表秘書部情瓠瞬加貉計
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